
 3.2 社会的状況 

 3.2.1 人口及び産業の状況 

（１）人口の状況

西条市及び愛媛県における人口及び人口密度の推移は，第 3.2.1-1 表のとおりである。

愛媛県の人口は，平成 27年 10 月 1日現在において 1,385,262 人，人口密度は 244.1 人/km2と 

なっている。西条市の人口は，平成 27年 10 月 1日現在において 108,174 人，人口密度は 212.5 

人/km2となっている。

また，西条市の人口動態は，第 3.2.1-2 表のとおりであり，人口は減少傾向にある。

第 3.2.1-1 表 人口及び人口密度の推移 

注：数値は，各年 10月 1日現在の値である。 

[「第 65回 愛媛県統計年鑑 平成 28年刊行」（平成 29年 愛媛県）より作成 ] 

第 3.2.1-2 表 西条市の人口動態 

[ 出典：「西条市統計データ（2017 年版）」（西条市ホームページ 平成 29年 10 月閲覧）より作成 ] 

区分

世帯数 総 数 男 女 人口密度 世帯数 総 数 男 女 人口密度

 年度 (戸) (人) (人) (人) (人/km2) (戸) (人) (人) (人) (人/km2)

平成23年度 44,980 111,780 53,620 58,160 219.6 593,910 1,423,485 669,523 753,962 250.7

平成24年度 45,278 111,241 53,310 57,931 218.5 596,071 1,414,996 665,350 749,646 249.2

平成25年度 45,306 110,373 52,902 57,471 216.8 597,654 1,405,051 660,959 744,092 247.4

平成26年度 45,484 109,525 52,520 57,005 215.1 599,931 1,395,609 656,880 738,729 245.9

平成27年度 44,595 108,174 51,807 56,367 212.5 591,972 1,385,262 654,380 730,882 244.1

西 条 市 愛 媛 県

(単位：人)

区分

 年度

平成22年度 957 1,278 -321 2,785 2,883 -98 -419

平成23年度 969 1,352 -383 2,793 2,829 -44 -427

平成24年度 903 1,359 -456 2,858 3,047 -189 -645

平成25年度 900 1,372 -472 2,966 3,210 -244 -716

平成26年度 834 1,414 -580 3,087 3,091 -4 -584

平成27年度 846 1,427 -581 3,173 3,179 -6 -587

自然動態

出　生 死　亡 増　減 転　入

総増減

転　出 増　減

社会動態
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(単位：人)

総就業者数 第一次産業 第二次産業 第三次産業

662 13,792 31,408

(1.4) (30.1) (68.5)

6,302 134,007 487,335

(1.0) (21.4) (77.6)

45,862

627,644

区　分

西条市

愛媛県

（２）産業の状況 

① 産業構造及び産業配置 

西条市における産業構造及び産業配置は，第 3.2.1-3 表のとおりであり，平成 26 年 7 月

1 日現在において総就業者数 45,862 人のうち，第一次産業が 662 人（1.4%），第二次産業が

13,792 人（30.1%），第三次産業が 31,408 人（68.5%）となっている。 

第 3.2.1-3 表 産業構造及び産業配置 

注：1．数値は，平成 26年 7月 1日現在の値である。 

注：2．（ ）内は総就業者数に対する割合（％）を示す。 

[「第 65回 愛媛県統計年鑑 平成 28年刊行」（平成 29年 愛媛県）より作成 ] 

② 生産量及び生産額 

イ．農 業

西条市における農業産出額は，第 3.2.1-4 表のとおりであり，平成 18 年においては 1,500

千万円で，愛媛県の 13,000 千万円の 11.5%となっている。西条市の農業産出額は耕種の野菜が

39 億円と最も多く，次いで米，畜産の豚となっている。 

第 3.2.1-4 表 農業産出額 

注：平成 19年以降の市町村別集計は，行われていない。 

「平成 27～28 年愛媛農林水産統計年報」（中国四国農政局ホームページ 平成 29年 10月閲覧） 

「西条市統計データ（2017 年版）」（西条市ホームページ 平成 29年 10 月閲覧）   より作成 

米 野菜 果実 その他 小計 肉用牛 乳用牛 豚 鶏 その他 小計

西条市 平成18年 320 390 126 158 994 32 74 222 177 2 507 1,500

平成18年 1,600 2,070 4,660 1,600 9,930 360 510 1,220 930 40 3,070 13,000

平成27年 1,350 2,030 4,970 1,090 9,440 360 450 1,290 820 20 2,930 12,370

愛媛県

年次

(単位：千万円)

区　分 合 計

耕   種 畜   産
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(単位：ha)

公　有 独立行政法人等 私　有 小　計

西条市 7,281 4,243 805 23,149 28,197 35,478

愛媛県 38,792 35,247 8,042 318,216 361,505 400,297

区　分
民    有

合　計国    有

ロ．林 業 

西条市における林野面積は第 3.2.1-5 表のとおりであり，平成 27 年 2 月 1 日現在にお

いては 35,478ha で，愛媛県の 400,297ha に対し 8.9%となっている。

また，経営形態別でみると国有林が 7,281ha（20.5%），民有林 28,197ha（79.5%）と民

有林が約 8 割を占めている。

第 3.2.1-5 表 経営形態別林野面積 

注：数値は，平成 27年 2月 1日の値である。 

[「第 65回 愛媛県統計年鑑 平成 28年刊行」（平成 29年 愛媛県）より作成 ］ 

ハ．水産業

西条市における経営体数は第 3.2.1-6 表のとおりであり，平成 25年 11 月 1 日現在において

は 187 経営体で，愛媛県の 4,045 経営体に対し 4.6%となっている。

また，西条市及び愛媛県における平成 27年の魚種別漁獲量は第3.2.1-7 表のとおりである。

第 3.2.1-6 表 経営体階層別経営体数 

注：1．数値は，平成 25年 11 月 1日現在の値である。 

2．「－」は，事実のないものを表す。 

[「平成 27～28 年愛媛農林水産統計年報」（中国四国農政局ホームページ 平成 29年 10月閲覧）より作成 ］ 

(単位：経営体)

区　分
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貝
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面

養
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計

西条市 － 50 4 － 49 1 5 － － 1 － 1 － 11 5 60 187

愛媛県 2 645 136 44 441 77 83 6 14 16 995 49 65 281 161 1,030 4,045
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第 3.2.1-7 表 魚種別漁獲量（平成 27 年） 

注：1．「 - 」は，皆無又は該当数字が無いものを示す。 

注：2．「 x 」は，個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため，統計数値を公表しないものを示す。 

 [「海面漁業生産統計調査 確報・市町村別データ」（農林水産省ホームページ 平成 29年 10月閲覧）より作成 ］ 

(単位：t) (単位：t)

区　分 西条市 愛媛県 区　分 西条市 愛媛県

魚類 923 132,453 えび類 130 1,215

まぐろ類 - 1,388 いせえび - 6

かじき類 - 0 くるまえび 7 82

かつお類 - 5,486 その他のえび類 123 1,126

さめ類 - 109 かに類 72 271

さけ・ます類 - - ずわいがに - -

このしろ 6 X べにずわいがに - -

にしん - - がざみ類 62 204

いわし類 402 58,102 その他のかに類 10 68

あじ類 1 7,563 おきあみ類 - -

さば類 0 44,038 貝類 18 491

さんま - - あわび類 - 53

ぶり類 - 1,547 さざえ - 347

ひらめ・かれい類 69 885 あさり類 0 1

たら類 - - ほたてがい - -

ほっけ - - その他の貝類 17 90

きちじ - - いか類 57 2,470

はたはた - - するめいか - 772

にぎす類 - X あかいか - -

あなご類 2 266 その他のいか類 57 1,698

たちうお 9 1,453 たこ類 16 400

たい類 40 1,538 うに類 - 25

いさき - 191 海産ほ乳類 - -

さわら類 178 713 その他の水産動物類 46 262

すずき類 28 221 海藻類 32 1,434

いかなご - 204 こんぶ類 - -

あまだい類 - 12 その他の海藻類 32 1,434

ふぐ類 11 196 合　計 1,294 139,022

その他の魚類 176 8,473
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区　分 事業所数(事業所) 従業員数(人) 年間商品販売額(百万円)

西条市 916 6,042 151,746

愛媛県 13,051 88,768 3,137,330

区　分 事業所数(事業所) 従業員数(人) 製造品出荷額等(百万円)

西条市 246 9,000 859,343

愛媛県 2,318 75,274 4,139,178

ニ．商 業

西条市における年間商品販売額は，第 3.2.1-8 表のとおりであり，平成 26 年においては約

1,517億円で，愛媛県の約3兆 1,373 億円に対し4.8%となっている。 

また，平成26年 7月 1日現在の事業所数 916 事業所，従業員数 6,042 人は，愛媛県に対して

それぞれ 7.0%，6.8%となっている。 

第 3.2.1-8 表 事業所数，従業員数及び年間商品販売額の状況 

注：事業所数，従業員数は平成 26年 7月 1日の値であり，年間商品販売額は平成 26年の値である。 

[「第 65回 愛媛県統計年鑑 平成 28年刊行」（平成 29年 愛媛県）より作成 ］ 

ホ．工 業

西条市における製造品出荷額等は，第 3.2.1-9 表のとおりであり，平成 26 年においては約

8,593 億円で，愛媛県の約 4兆 1,392 億円に対し 20.8%となっている。 

また，平成 26 年 12 月 31 日現在の事業所数 246 事業所，従業員数 9,000 人は，愛媛県に対

してそれぞれ 10.6%，12.0%となっている。

第 3.2.1-9 表 事業所数，従業員数及び製造品出荷額等の状況 

注：事業所数，従業員数は平成 26年 12月 31 日の値であり，製造品出荷額等は平成 26年の値である。 

[「第 65回 愛媛県統計年鑑 平成 28年刊行」（平成 29年 愛媛県）より作成 ］ 
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(単位：km2)

区　分 田 畑 宅 地 池・沼 山 林 牧場・原野 その他 総　計

56.58 23.25 30.54 0.97 208.43 0.99 171.50

(11.5) (4.7) (6.2) (0.2) (42.3) (0.2) (34.8)

295.26 470.72 248.09 7.27 2,526.30 30.84 1,471.15

(5.8) (9.3) (4.9) (0.1) (50.0) (0.6) (29.1) 

492.27

5,049.64

西条市

愛媛県

 3.2.2 土地利用の状況 

（１）土地利用状況

平成 27 年 1 月 1 日現在における西条市及び愛媛県の土地利用状況は，第 3.2.2-1 表のとおり

である。 

西条市の総面積は 492.27km2で，愛媛県の総面積 5,049.64km2に対し 9.7%となる。

また，西条市における土地利用としては，山林の 208.43km2（42.3%）が最も多くなっている。

第 3.2.2-1 表 土地利用状況 

注：1．数値は，平成 27年 1月 1日現在の値である。 

2．その他は，塩田，鉱泉地，雑種地，墓地，境内地，運河用水，水道用地，用悪水路，ため池，堤，井溝，保安 

林，公衆用道路及び公園である。 

3．（ ）内は，総計に対する割合（%）を示す。 

[「第 65回 愛媛県統計年鑑 平成 28年刊行」（平成 29年 愛媛県）より作成 ］ 

（２）土地利用規制の状況

対象事業実施区域及びその周辺の土地利用規制の状況については，第 3.2.2-1 図のとおりであ

り，対象事業実施区域は「国土利用計画法」（昭和 49 年 法律第 92 号）に基づく「都市地域」

に指定されている。 

また，「都市計画法」（昭和 43 年 法律第 100 号）に基づく都市計画区域及び用途地域の状況

については，第3.2.2-2 図のとおりであり，対象事業実施区域は「工業専用地域」及び「工業地域」

に指定されている。

「土地利用調整総合支援ネットワークシステム」 

（国土交通省ホームページ 平成 29年 10月閲覧） 

「西条市用途地図｣（西条市ホームページ 平成 29年 10 月閲覧） 

より作成 
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凡例 「土地利用調整総合支援ネットワークシステム」　　　　 

：都市地域 （国土交通省ホームページ　平成29年10月閲覧）

：その他の用途地域

：農業地域

：農用地区域

：森林地域

：国有林

：地域森林計画対象民有林

第3.2.2-1図　土地利用規制の状況
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凡例 [「西条市用途地図｣（西条市ホームページ　平成29年10月閲覧）より作成 ]

 　　　　[用途地域]

：第一種低層住居専用地域 ：特別工業地区

：第一種中高層住居専用地域 ：大規模集客施設制限地区

：第一種住居地域 ：産業居住地区

：第二種住居地域 ：幹線道路沿線地区

：準住居地域 ：田園居住地区

：近隣商業地域 ：準防火地域

：商業地域 ：建築基準法22条区域

：準工業地域 ：臨港地区

：工業地域 ：都市公園

：工業専用地域

第3.2.2-2図　都市計画用途地域の指定状況
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 3.2.3 河川，湖沼及び海域の利用並びに地下水の利用の状況 

（１）河川及び湖沼の利用状況

対象事業実施区域の周辺海域に流入する主な河川としては第 3.1.2-3 図のとおり，二級河川で

ある加茂川，中山川，渦井川等がある。 

これら河川での利水状況については，加茂川水系の黒瀬ダム貯水池を水源とする工業用水道

（愛媛県西条地区工業用水道）があるほか，加茂川，中山川，渦井川の各水系の伏流水を主な水

源とする上水道（西条地区，東予地区他の上水道及び簡易水道等）がある。 

また，加茂川，中山川，渦井川及び猪狩川においては，下流域の海藻類・貝類を対象とした第

1種共同漁業権や各種の淡水魚類を対象とした第 5種共同漁業権が設定されている。 

｢西条市水道ビジョン｣（平成22年 西条市生活環境部水道工務課・水道業務課） 

｢西条地区工業用水道事業の内容｣（愛媛県ホームページ 平成29年10月閲覧） 

｢内水面における共同漁業等の免許の内容たるべき事項等｣ 

（愛媛県報 平成25年11月29日第2526号外2別記） 

より作成

（２）海域の利用状況

対象事業実施区域の周辺海域は第3.2.3-1 図のとおり，「港湾法」（昭和25年 法律第218号）

に基づく重要港湾東予港の港湾区域と,「港則法」（昭和 23年 法律第 174 号）に基づく西条港

等の港域に指定されている。

区画漁業権ならびに共同漁業権の内容及び位置は，第3.2.3-1表，第3.2.3-2表及び第3.2.3-2図，

第 3.2.3-3 図のとおりである。 

（３）地下水の利用状況

対象事業実施区域の位置する西条市は，全国的にもまれな被圧地下水の自噴地帯が広範囲にわ

たって形成されており，一帯では 15～20m の鉄パイプを打ち込むだけで，良質かつ豊富な地下水

が自然に湧き出してくる（自噴水や自噴井は「うちぬき」と呼ばれている。）。このため，西条

市においては上水道・簡易水道，農業用水，工業用水など数々の産業に地下水が利用されている。 

なお，飲料を含む生活用水や農業用水，工業用水として自家用井戸の所有もかなりの数があり，

自治体においても現在のところ全体の地下水利用状況は把握されておらず情報も発表されてい

ない。 

[「地下水年報 2016 年版」（平成 29年 西条市市民環境部環境衛生課）より作成 ] 
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凡例 「東予港　港湾計画図｣（西条市ホームページ　平成29年10月閲覧）　より作成　　 　　　　　　　

（この海図は，「新居浜港至来島海峡 W1128」（平成14年　海上保安庁）を使用したものである。）

[航海には使用できません] 

第3.2.3-1図(1)　港湾の状況（広域）
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凡例 「東予港　港湾計画図｣（西条市ホームページ　平成29年10月閲覧）　より作成　　 　　　　　　　 

（この海図は，「新居浜港至来島海峡 W1128」（平成14年　海上保安庁）を使用したものである。）

[航海には使用できません] 

第3.2.3-1図(2)　港湾の状況（狭域）
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漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 漁業権区

燧特区第 5号 第1種 のり養殖業 9/1～翌4/30 西条市ひうち漁業協同組合

燧特区第 6号 第1種 かき垂下式養殖業 1/1～12/31 西条市ひうち漁業協同組合

燧特区第 7号 第1種 のり養殖業 9/1～翌4/30 西条市ひうち漁業協同組合

燧特区第 8号 第1種 のり養殖業 9/1～翌5/31 西条市ひうち漁業協同組合

燧特区第 9号 第1種 のり養殖業 9/1～翌5/31 西条市ひうち漁業協同組合

燧特区第10号 第1種 のり養殖業 9/1～翌5/31 西条市漁業協同組合

燧特区第11号 第1種 のり養殖業 9/1～翌5/31 西条市漁業協同組合

燧特区第12号 第1種 のり養殖業 9/1～翌5/31 西条市漁業協同組合

燧特区第13号 第1種 のり養殖業 9/1～翌5/31 西条市漁業協同組合

燧特区第14号 第1種 のり養殖業 9/1～翌5/31 西条市漁業協同組合

免許番号
免許の内容

漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 漁業権区

あおさ漁業，ばかがい漁業，あさり
漁業，まてがい漁業，はまぐり漁
業，おおのがい漁業，つめたがい漁
業，たいらぎ漁業，みるくい漁業，
たこ漁業，えむし漁業

1/1～12/31

なまこ漁業 6/1～翌3/31

燧共第30号 第1種
雑魚小型定置網漁，雑魚建網漁業，
雑魚建干網漁業，雑魚張切網漁業

1/1～12/31

新居浜漁業協同組合，
西条市ひうち漁業協同組合，
西条市漁業協同組合

あおさ漁業，あおのり漁業，おごの
り漁業，あさり漁業，あかがい漁
業，おおのがい漁業，つめたがい漁
業，みるくい漁業，たいらぎ漁業，
かき漁業，たこ漁業

1/1～12/31

ばかがい漁業 9/1～翌3/31

はまぐり漁業 10/1～翌4/30

なまこ漁業 6/1～翌3/31

燧共第32号 第3種 つきいそ漁業 1/1～12/31
西条市漁業協同組合，
西条市ひうち漁業協同組合

燧共第31号 第1種
西条市漁業協同組合，
西条市ひうち漁業協同組合

免許番号
免許の内容

燧共第29号 第1種 新居浜漁業協同組合

第 3.2.3-1 表 区画漁業権の内容 

注：免許存続期間は，平成 26年 4月 1日から平成 31年 3月 31日までである。 

[「免許漁業原簿謄本」（平成 27年 愛媛県）より作成 ] 

第 3.2.3-2 表 共同漁業権の内容 

注：免許存続期間は，平成 26年 4月 1日から平成 36年 3月 31日までである。 

[「免許漁業原簿謄本」（平成 27年 愛媛県）より作成 ] 
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凡例 [「漁業免許漁場図」（平成27年　愛媛県）より作成 ]

：区画漁業権

第3.2.3-2図　区画漁業権の設定位置
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凡例 [「漁業免許漁場図」（平成27年　愛媛県）より作成 ]

：共同漁業権

第3.2.3-3図　共同漁業権の設定位置
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 3.2.4 交通の状況 

（１）陸上交通  

① 主要な道路の状況

対象事業実施区域の周辺における主要な道路として，高速自動車国道では松山自動車道，一般

国道では一般国道 11 号，一般国道 194 号及び一般国道 196 号，主要地方道では西条久万線（県

道 12号線），壬生川新居浜野田線（県道 13号線）及び丹原小松線（県道 149 号線），一般県道

では飯岡玉津線（県道 139 号線），伊予西条停車場線（県道 140 号線），西条港線（県道 141 号

線），石鎚伊予小松停車場線（県道 142 号線）及び壬生川港小松線（県道 143 号線）がある。

平成 27 年度における交通量測定結果は第 3.2.4-1 表，主要な道路及び交通量調査地点は

第 3.2.4-1 図のとおりである。
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第 3.2.4-1 表 主要な道路の交通量測定結果 

注：1．観測日は，平成 27年 9月～11月の平日である。 

2．図中番号は，第 3.2.4-1 図を参照。 

3．12 時間の観測時間帯は，午前 7時～午後 7時であり，24時間の観測時間帯は，午前 7時～翌日午前 7時 

又は午前 0時～翌日午前 0時である。 

4．数値の斜体は，非観測区間の推定値を示す。 

5．「－」は，観測地点の記載がないことを示す。 

 [「平成27年度 全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 集計表」（平成29年 国土交通省） より作成 ] 

( 単位：台 /日 )

図中

番号
路線名称 観測地点 12時間/24時間 小型車 大型車 合　計

12時間 12,966 3,086 16,052

24時間 15,470 4,970 20,440

12時間 13,993 1,759 15,752

24時間 17,607 2,702 20,309

12時間 13,118 2,191 15,309

24時間 16,698 2,818 19,516

12時間 9,720 1,044 10,764

24時間 12,232 1,495 13,727

12時間 2,466 303 2,769

24時間 2,780 394 3,174

12時間 6,251 1,149 7,400

24時間 8,254 1,619 9,873

12時間 390 38 428

24時間 440 39 479

12時間 7,097 1,108 8,205

24時間 8,761 1,577 10,338

12時間 19,501 2,653 22,154

24時間 25,876 3,589 29,465

12時間 25,315 2,967 28,282

24時間 32,402 4,082 36,484

12時間 24,992 2,313 27,305

24時間 31,786 3,437 35,223

12時間 19,428 2,399 21,827

24時間 24,605 3,334 27,939

12時間 9,620 488 10,108

24時間 11,709 1,027 12,736

12時間 1,766 16 1,782

24時間 2,025 78 2,103

12時間 3,280 477 3,757

24時間 3,967 692 4,659

12時間 7,410 1,339 8,749

24時間 9,200 1,824 11,024

12時間 2,105 14 2,119

24時間 2,421 79 2,500

12時間 9,749 1,619 11,368

24時間 12,114 2,210 14,324

12時間 5,467 753 6,220

24時間 6,672 1,103 7,775

7
西条久万線

（県道12号線）
西条市大保木字里山柳谷

5 一般国道194号 西条市中野甲

6 一般国道196号 西条市小松町新屋敷

16
西条港線

（県道141号線）
－

1 松山自動車道 いよ西条～いよ小松

2 一般国道11号 西条市福武甲

3 一般国道11号 西条市氷見

4 一般国道11号 西条市下島山甲

8
壬生川新居浜野田線

（県道13号線）
西条市氷見甲蛭子

9
壬生川新居浜野田線

（県道13号線）
西条市樋之口

10
壬生川新居浜野田線

（県道13号線）
西条市北新田

11
壬生川新居浜野田線

（県道13号線）
西条市朔日市

12
壬生川新居浜野田線

（県道13号線）
西条市船屋

13
壬生川新居浜野田線

（県道13号線）
西条市古川甲

17
石鎚伊予小松停車場線

（県道142号線）
西条市氷見丙

18
壬生川港小松線
（県道143号線）

西条市氷見蛭子

19
丹原小松線

（県道149号線）
－

15
伊予西条停車場線
（県道140号線）

－

14
飯岡玉津線

（県道139号線）
－
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凡例 「平成27年度　全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表｣ 

 ～  ：交通量測定位置 （平成29年　国土交通省）等より作成 

：高速自動車国道

：一般国道

：主要地方道

：一般県道

：市道（西条駅前干拓地線）

：市道（市管理道）

：伊予西条駅

第3.2.4-1図　主要な道路及び交通量測定位置

1 19
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（単位：人）

駅　名

下り 上り 下り 上り 下り 上り

普通旅客 定期旅客

発 着 発

114,784伊予西条駅 72,641 98,980 97,240 62,854 244,041

② 鉄 道 

対象事業実施区域の周辺における鉄道として，第 3.2.4-1 図に示す四国旅客鉄道株式会社があ

り，最寄りの駅として伊予西条駅が利用されている。 

平成 26 年度の伊予西条駅の輸送実績は第 3.2.4-2 表のとおりであり，普通旅客の乗車人員

が約 17 万人，降車人員は約 16 万人となっている。

第 3.2.4-2 表 四国旅客鉄道株式会社 伊予西条駅の輸送実績 

注：数値は，平成 26年度の値である。 

[「第 65回 愛媛県統計年鑑 平成 28年刊行」（平成 29年 愛媛県）より作成 ］ 
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隻数(隻) 総トン数(t) 移出量 輸出量 移入量 輸入量

東予港 9,734 15,389,677 184,983

入　港　船　舶 海上貨物(t)

2,683,969 1,633,538

船舶乗降人員(人)区　分

1,685,983 5,608,577

（２）海上交通

対象事業実施区域の周辺海域には第 3.2.3-1 図に示すとおり，港内航路（西条航路）等がある。

東予港の平成 26 年における海上交通の状況は，第 3.2.4-3 表のとおりであり，入港船舶隻数

は 9,734 隻，海上貨物の移出・輸出量はそれぞれ約 2,684 千トン，約 1,686 千トン，移入・輸入

量はそれぞれ約 5,609 千トン，約 1,634 千トンとなっている。

第 3.2.4-3 表 東予港の入港船舶数，輸移出量及び輸移入量 

注：数値は，平成 26年度の値である。 

[「第 65回 愛媛県統計年鑑 平成 28年刊行」（平成 29年 愛媛県）より作成 ］ 
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 3.2.5 学校，病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況及び住宅の配置

の概況 

（１）学校，病院等 

対象事業実施区域の周辺における学校等の施設は第3.2.5-1 表，第3.2.5-1図のとおりであり，

対象事業実施区域の最寄りの学校等として，南約 600m の地点に「みどり保育園」がある。 

また，病院及び老人福祉施設は第 3.2.5-2 表，第 3.2.5-2 図のとおりであり，対象事業実施区

域の最寄りの病院及び老人福祉施設は，南東約 700m の地点に「西条中央病院」が，南東約 500m

の地点に「ついたちの里（特別養護老人ホーム）」がある。

（２）住 宅 

対象事業実施区域の周辺における住宅の配置の状況については，複数の民家が対象事業実施区

域の西側の道路を挟み隣接しているが，主要な発電設備を設置する燃料タンク撤去跡地からは，

約 350m 程度離れている。 
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第 3.2.5-1 表 学校等一覧 

注：図中番号は，第 3.2.5-1 図を参照。 

「愛媛県立高等学校・中等教育学校一覧」（愛媛県教育委員会ホームページ 平成 29 年 10 月閲覧） 

「愛媛県私立学校名簿」（愛媛県教育委員会ホームページ 平成 29 年 10 月閲覧） 

「西条市立幼稚園・認定こども園，小・中学校一覧表」（西条市ホームページ 平成 29 年 10 月閲覧） 

「愛媛県公共図書館一覧」（愛媛県立図書館ホームページ 平成 29 年 10 月閲覧） 

等より作成  

区分
図中
番号

名　　称 区分
図中
番号

名　　称

1 さくら保育園 27 橘小学校

2 のぞみ保育園 28 玉津小学校

3 ひかり保育園 29 小松小学校

4 みどり保育園 30 神戸小学校

5 みのり保育園 31 神拝小学校

6 わかば保育園 32 西条小学校

7 橘保育園 33 大町小学校

8 玉津保育園 34 禎瑞小学校

9 古川保育園 35 飯岡小学校

10 神戸保育園 36 氷見小学校

11 神拝保育園 37 西条西中学校

12 西条保育所 38 西条東中学校

13 大町保育園 39 西条南中学校

14 東予乳幼児保育園 40 西条北中学校

15 小松東保育所 41 小松高等学校

16 禎瑞保育所 42 西条高等学校

17 めぐみ保育園 43 西条農業高等学校

18 愛・ゆめいろ保育園 44 西条市立西条図書館

19 ひまわり幼稚園 45 西条市立小松温芳図書館

20 めぐみ幼稚園

21 玉津幼稚園

22 小松幼稚園

23 神戸幼稚園

24 西条栄光幼稚園

25 西条聖マリア幼稚園

26 大町幼稚園

小学校

中学校

幼稚園

高等学校

図書館

保育所
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凡例 「愛媛県立高等学校・中等教育学校一覧」　　　　　　　　　

　～ ：保育所 （愛媛県教育委員会ホームページ　平成29年10月閲覧） 

「愛媛県私立学校名簿」　　　　　　　　　　　　　　　　　

　～ （愛媛県ホームページ　平成29年10月閲覧） 

「西条市立幼稚園，小・中学校一覧表」　　　　　　　　　　

　～ ：図書館 （西条市ホームページ　平成29年10月閲覧） 

「愛媛県公共図書館一覧」　　   　　　　　　    　       

（愛媛県立図書館ホームページ　平成29年10月閲覧） 
等より作成  

第3.2.5-1図　学校等の位置

：幼稚園,小学校,中学校,高等学校

1 18

19 43

4544
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種類 区分
図中
番号

名　　称 種類 区分
図中
番号

名　　称

1 西条愛寿会病院 養護 12 西条市養護老人 ホーム明水荘

2 西条中央病院 13 西条特別養護老人ホーム

3 済生会西条病院 14 せせらぎ

4 西条道前病院 15 ついたちの里

5 村上記念病院 16 大師苑

6 横山病院 17 福武荘

7 秋山医院 18 光風館

8 回生堂医院 19 伊予千寿苑

9 サカタ産婦人科 20 ゆるぎ荘

10 つくだクリニック 21 いしづち苑

11 山元眼科 22 リハ・クリネ

23 水都苑

24 南山荘

25 水の里

26 福寿

27 熟年コミュニティせとうち

28 サービス付高齢者住宅スウィング大町

29 サービス付高齢者向け住宅　愛あい西条

30 かわせみ

31 くれない

32 福寿

33 フルーツの家

34 まなべ

35 緑の家

36 杜の家

37 竹梅小路

グ
ル
ー

プ
ホ
ー

ム

一
般
診

療
所

病

院

病

院

老
人
福
祉
施

設

特

養

老

健

軽

費

有

料

第 3.2.5-2 表 病院等一覧 

注：1. 区分は，次のとおりである。 

病院：「医療法」（昭和 25 年 法律第 205 号）第 1 条の 5 第 1 項に規定する病院 

一般診療所：「医療法」（昭和 25 年 法律第 205 号）第 1 条の 5 第 2 項に規定する診療所のうち 

患者を入院させるための施設を有するもの。 

養護：養護老人ホーム，特養：特別養護老人ホーム，老健：介護老人保健施設 

軽費：軽費老人ホーム，有料：有料老人ホーム 

2. 図中番号は，第 3.2.5-2 図を参照。 

「西条市医師会医療機関検索」（西条市医師会ホームページ 平成 29 年 10 月閲覧） 

「日本医師会 地域医療情報システム」（日本医師会ホームページ 平成 29 年 10 月閲覧） 

「愛媛県高齢者のための施設」（愛媛県ホームページ 平成 29 年 10 月閲覧） 

等より作成  
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凡例 「西条市医師会医療機関検索」（西条市医師会ホームページ　平成29年10月閲覧 ）  

 ～ ：病院 「日本医師会　地域医療情報システム」　　 　　　　 　　　　　　　　　　　　　 

（日本医師会ホームページ　平成29年10月閲覧 ）  

 ～ ：老人福祉施設 「愛媛県高齢者のための施設」（愛媛県ホームページ　平成29年10月閲覧 ）　　  　

 等より作成　

第3.2.5-2図　病院等の位置

3712

1 11
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公共下水道
（西条地区）

公共下水道
（東丹地区）

公共下水道合計 農業集落排水施設 全　　体

下水排除方式 分流式 分流式 － 分流式 －

事業年度 S49～H29　44箇年 S58～H29　35箇年 － S61～H2　5箇年 －

処理区域 1,475.9 ha 693.0 ha 2,168.9 ha 36.0 ha 2,204.9 ha

処理 人口 48,450 人 18,050 人 66,500 人 2,020 人 68,520 人

日最大汚水量 28,590ｍ
3
/日 7,580ｍ

3
/日 36,170ｍ

3
/日 667ｍ

3
/日 36,837ｍ

3
/日

施設名 西条浄化センター
東予・丹原

浄化センター
－ 神戸処理場 －

敷地面積 86,410ｍ
3

48,100ｍ
3

134,510ｍ
3

2,000ｍ
3

136,510ｍ
3

供用開始 昭和60年3月31日 平成3年3月31日 － 平成2年4月1日 －

水処理方式 標準活性汚泥法
オキシデーション・

ディッチ法
－

流量調節槽前置型
嫌気ろ床併用
接触曝気法

－

供用面積 1,200.50 ha 509.31 ha 1709.81 ha 34.92 ha 1,744.73 ha

処理区域 人口 48,991 人 13,540 人 62,531 人 1,507 人 64,038 人

水洗化 人口 46,770 人 11,216 人 57,986 人 1,494 人 59,480 人

普及率 44.1 % 12.2 % 56.2 % 1.4 % 57.6 %

水洗化率 95.5 % 82.8 % 92.7 % 99.1 % 92.9 %

区　　分

整
備
状
況

事
業
計
画

処
理
施
設

3.2.6 下水道の整備状況

西条市の公共下水道の整備状況は，第 3.2.6-1 表のとおりである。

普及率は平成 29 年 3 月 31 日現在において，公共下水道合計が 56.2％，農業集落排水施

設が 1.4%で，全体で 57.6%となっている。 

第 3.2.6-1 表 下水道整備状況 

注：数値は平成 29年 3月 31 日現在の値である。 

[「西条市の下水道普及状況について」（西条市ホームページ 平成 29年 10 月閲覧）より作成 ] 
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 3.2.7 廃棄物の状況 

（１）一般廃棄物

西条市及び愛媛県における平成 27年度の一般廃棄物の状況は，第3.2.7-1 表のとおりである。 

集団回収量を含む排出量は，西条市が 45,483t，愛媛県全体で 473,787t であり，資源化量（集

団回収量，直接資源化量，処理後再生利用量の合計）は，西条市が 4,638t（10.2%），愛媛県全

体で 85,891t（18.1%）となっている。 

第 3.2.7-1 表 一般廃棄物の状況（平成 27 年度） 

注：（ ）内は，全体に対する割合（%）を示す。 

「一般廃棄物処理実態調査結果（愛媛県）」（環境省廃棄物処理技術情報ホームページ 平成 29年 10 月閲覧） 

より作成  

（単位：t）

計画収集量 37,154 (81.7) 389,962 (82.3)

直接搬入量 7,132 (15.7) 73,663 (15.5)

集団回収量 1,197 (2.6) 10,162 (2.1)

計 45,483 (100.0) 473,787 (100.0)

集団回収量 1,197 (2.6) 10,162 (2.1)

直接資源化量 2,149 (4.7) 16,127 (3.4)

直接最終処分量 4,274 (9.4) 10,035 (2.1)

中間処理減量化量 27,105 (59.6) 331,081 (69.9)

処理後再生利用量 1,292 (2.8) 59,602 (12.6)

処理後最終処分量 9,466 (20.8) 46,780 (9.9)

計 45,483 (100.0) 473,787 (100.0)

処理量

愛　媛　県区　　分

排出量

西　条　市
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（単位：千t）

汚泥 4,895 (65.0)

動物のふん尿 827 (11.0)

がれき類 589 (7.8)

ばいじん 487 (6.5)

木くず 135 (1.8)

廃プラスチック類 124 (1.6)

燃え殻 122 (1.6)

その他 347 (4.6)

計 7,526 (100)

直接再生利用量 51 (0.7)

中間処理減量化量 4,949 (65.8)

中間処理後再生利用量 2,202 (29.3)

中間処理後最終処分量 104 (1.4)

直接最終処分量 170 (2.3)

その他 50 (0.7)

計 7,526 (100)

処理量

愛媛県

排出量

種     類

（２）産業廃棄物 

① 産業廃棄物の状況 

愛媛県における平成 26 年度の産業廃棄物の状況は，第 3.2.7-2 表のとおりである。排出

量は，7,526 千 t であり，再生利用量（直接再生利用量，中間処理後再生利用量の合計）は

2,253 千 t（29.9%）となっている。 

第 3.2.7-2 表 産業廃棄物の状況（平成 26 年度） 

注：1．排出量及び処理量は，有償物量（170t）を除く値である。 

2．（ ）内は，全体に対する割合（%）を示す。 

[「平成 29年版 愛媛県環境白書」（平成 29年 愛媛県） より作成 ] 

② 産業廃棄物処理施設の立地状況 

対象事業実施区域から半径約 50km の範囲にある市町村の産業廃棄物処理施設数は第 3.2.7-3

表，立地状況は第 3.2.7-1 図のとおりであり，中間処理施設は合計 1,072 施設，最終処分場

は 71 施設である。
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（単位：施設）

種 類　

　県・市・町

愛媛県 松山市 120 7

今治市 43 3

新居浜市 74 0

西条市 57 6

伊予市 10 0

四国中央市 39 0

東温市 34 3

上島町 1 0

久万高原町 4 0

松前町 11 0

砥部町 4 0

内子町 19 4

広島県 呉市 36 0

竹原市 33 0

三原市 59 4

尾道市 60 7

福山市 105 9

東広島市 156 13

大崎上島町 24 0

徳島県 三好市 9 6

香川県 観音寺市 23 1

高知県 高知市 88 4

南国市 30 1

香美市 6 0

本山町 7 0

大豊町 0 0

土佐町 0 0

大川村 0 0

いの町 5 1

仁淀川町 2 0

佐川町 3 0

越知町 1 0

日高村 9 2

1,072 71

中間処理施設 最終処分場

合　計

第 3.2.7-3 表 産業廃棄物処理施設数

「産業廃棄物処理業者名簿」（愛媛県ホームページ 平成 29年 10 月閲覧） 

「処理業者検索」（一般社団法人 えひめ産業廃棄物協会ホームページ 平成 29年 10 月閲覧） 

「広島県産業廃棄物処理業者検索システム」 

（一般社団法人 広島県資源循環協会ホームページ 平成 29年 10 月閲覧） 

「徳島県産業廃棄物処理業許可業者名簿」（徳島県ホームページ 平成 29年 10 月閲覧） 

「産業廃棄物処理業者名簿」（香川県ホームページ 平成 29年 10 月閲覧） 

「産業廃棄物処理業者名簿」（高知県ホームページ 平成 29年 10 月閲覧） 

「高知市（特別管理）産業廃棄物処理業許可業者名簿」（高知市ホームページ 平成 29年 10 月閲覧） 

等より作成
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凡例 「産業廃棄物処理業者名簿」（愛媛県ホームページ　平成29年10月閲覧）             

青 字 ：中間処理施設 「処理業者検索」                  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

赤 字 ：最終処分場 （一般社団法人 えひめ産業廃棄物協会ホームページ　平成29年10月閲覧） 

「広島県産業廃棄物処理業者検索システム」             　　　　　                

（一般社団法人 広島県資源循環協会ホームページ　平成29年10月閲覧） 

「徳島県産業廃棄物処理業許可業者名簿」（徳島県ホームページ　平成29年10月閲覧） 

「産業廃棄物処理業者名簿」（香川県ホームページ　平成29年10月閲覧）             

「産業廃棄物処理業者名簿」（高知県ホームページ　平成29年10月閲覧）             

「高知市（特別管理）産業廃棄物処理業許可業者名簿」                             

（高知市ホームページ　平成29年10月閲覧） 

等より作成　

第3.2.7-1図　産業廃棄物処理施設の立地状況

3.2-29(252)



短期的
評　価

長期的
評　価

短期的
評　価

長期的
評　価

短期的
評　価

長期的
評　価

備考 1.

2.

浮遊粒子状物質とは，大気中に浮遊する粒子状物質であって，その粒径が10μm以下のものをいう。

光化学オキシダントとは，オゾン，パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質(中性ヨ
ウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り，二酸化窒素を除く。）をいう。

評　価　方　法

1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり，
かつ，1時間値が0.1ppm以下であること。

1日平均値の2%除外値が0.04ppm以下であるこ
と。ただし，1日平均値が0.04ppmを超えた日
が2日以上連続しないこと。

1時間値の1日平均値が10ppm以下であり，か
つ，1時間値の8時間平均値が20ppm以下であ
ること。

1日平均値の年間98%値が0.06ppmを超えないこと。

1日平均値の2%除外値が10ppm以下であるこ
と。ただし，1日平均値が10ppmを超えた日が
2日以上連続しないこと。

1時間値の1日平均値が10ppm以下であ
り，かつ，1時間値の8時間平均値が
20ppm以下であること。

光 化 学 オ キ シ ダ ン ト

1時間値の1日平均値が0.04ppmから
0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下で
あること。

1時間値の1日平均値が0.10mg/m
3
以下であ

り，かつ，1時間値が0.20mg/m
3
以下であるこ

と。

1日平均値の2%除外値が0.10mg/m
3
以下である

こと。ただし，1日平均値が0.10mg/m3を超え
た日が2日以上連続しないこと。

昼間(5時から20時まで)の1時間値が0.06ppm以下であ
ること。

1時間値が0.06ppm以下であること。

二 酸 化 窒 素

二 酸 化 硫 黄

物    　質

1時間値の1日平均値が0.10mg/m
3
以下で

あり，かつ，1時間値が0.20mg/m
3
以下で

あること。

環境上の条件

一 酸 化 炭 素

1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であ
り，かつ，1時間値が0.1ppm以下である
こと。

浮 遊 粒 子 状 物 質

 3.2.8 環境の保全を目的とする法令等により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る 

規制の内容その他の環境の保全に関する施策の内容 

（１）公害関係法令等

① 環境基準等 

イ．大気汚染

「環境基本法」（平成 5年 法律第 91号）に基づく「大気の汚染に係る環境基準について」

（昭和 48年 環境庁告示第 25号），「二酸化窒素に係る環境基準について」（昭和 53 年 環

境庁告示第 38号），「ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について」（平成 9年 環

境庁告示第 4号）及び「微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準について」（平成21年

環境省告示第 33 号）により，大気汚染に係る環境基準が第 3.2.8-1 表のとおり定められてい

る。 

なお，環境基準は，工業専用地域，車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所

については適用されない。 

第 3.2.8-1 表(1) 大気汚染に係る環境基準 

出典：「大気の汚染に係る環境基準について」（昭和 48年 環境庁告示第 25号）  

「二酸化窒素に係る環境基準について」（昭和 53年 環境庁告示第 38号）  
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環境上の条件

1年平均値が0.003mg/m
3
以下であること。

1年平均値が0.2mg/m
3
以下であること。

1年平均値が0.2mg/m
3
以下であること。

1年平均値が0.15mg/m
3
以下であること。ジクロロメタン

ベンゼン

トリクロロエチレン

物    　質

テトラクロロエチレン

備考

1年平均値が長期基準（15μg/m3）以下であり，か
つ，1日平均の年間98パーセンタイル値が短期基準

（35μg/m3）以下であること。

微 小 粒 子 状 物 質
1年平均値が15μg/m3以下であり，か

つ，1日平均値が35μg/m3以下であるこ
と。

微小粒子状物質とは，大気中に浮遊する粒子状物質であって，粒径が2.5μmの粒子を50%の割合で分離できる分留装置を

用いて，より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。

物    　質 環境上の条件 評　価　方　法

第 3.2.8-1 表(2) 大気汚染に係る環境基準 

[ 出典：「ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について」（平成 9年 環境庁告示第 4号）]

第 3.2.8-1 表(3) 大気汚染に係る環境基準 

[ 出典：「微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準について」（平成 21年 環境省告示第 33号）] 
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注 : 1.

2.

3．

4．

5．

　ただし，次表に掲げる地域に該当する地域（以下「道路に面する地域」という。）については，上表

によらず次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。

　この場合において，幹線交通を担う道路に近接する空間については，上表にかかわらず，特例として

次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。

注 :

 (2) 2車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路　20メートル

  にあっては4車線以上の区間に限る。）等。

2 「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは，以下の車線数の区分に応じ道路端からの距離によ

  りその範囲が特定するものとする。

 (1) 2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路　15メートル

Cを当てはめる地域は，相当数の住居と併せて商業，工業等の用に供される地域とする。

基準値（LAeq）

55デシベル以下

60デシベル以下

60デシベル以下

夜　間

C

時間の区分は，昼間を午前6時から午後10時までの間とし，夜間を午後10時から翌日の午前6時

までの間とする。

基準値（LAeq）

AAを当てはめる地域は，療養施設，社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を

要する地域とする。

Aを当てはめる地域は，専ら住居の用に供される地域とする。

Bを当てはめる地域は，主として住居の用に供される地域とする。

50デシベル以下

55デシベル以下

40デシベル以下

45デシベル以下

地域の類型

AA

A及びB

基準値（LAeq）

夜　間昼　間

50デシベル以下

備考　車線とは，1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道

　　　部分をいう。

1 「幹線交通を担う道路」とは，高速自動車国道，一般国道，都道府県道及び市町村道（市町村道

B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及

びC地域のうち車線を有する道路に面する地域

地域の区分

60デシベル以下

65デシベル以下

A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面す
る地域

昼　間

昼　間 夜　間

備考　個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認め

　　　られるときは，屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45デシベル以下，夜間にあっては

　　　40デシベル以下)によることができる。

「幹線交通を担う道路」及び「幹線交通を担う道路に近接する空間」については，「環境庁大気保

全局長通知」（平成10年　環大企第257号）により，次のとおり定められている。

65デシベル以下70デシベル以下

ロ．騒 音

「環境基本法」に基づく「騒音に係る環境基準について」（平成 10年 環境庁告示第 64 号）

により，騒音に係る環境基準が第 3.2.8-2 表のとおり定められている。

また，類型の指定状況は，第 3.2.8-1 図のとおりであり，対象事業実施区域の一部が「C 類

型」に指定されている。 

第 3.2.8-2 表 騒音に係る環境基準 

[ 出典：「騒音に係る環境基準について」（平成 10年 環境庁告示第 64号）]
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凡例 [「平成28年度版　西条市環境報告書」（平成29年　西条市）より作成 ]

：A類型（a区域）

：B類型（b区域）

：C類型（c区域）

第3.2.8-1図　騒音の環境基準類型指定及び自動車騒音の要請限度区域指定
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備考 1.

2.

3.

4.

0.003mg/L以下

0.02mg/L以下

0.01mg/L以下

1，3‐ジクロロプロペン

チウラム

シマジン

チオベンカルブ

ベンゼン

0.006mg/L以下

0.01mg/L以下

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は，日本工業規格K0102　43.2.1，43.2.3，43.2.5又は

43.2.6により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと同規格43.1に

より測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。

0.01mg/L以下

10mg/L以下

海域については，ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。

基準値は年間平均値とする。ただし，全シアンに係る基準値については，最高値とする。

｢検出されないこと｣とは，別に定める方法により測定した場合において，その結果が当該

方法の定量限界を下回ることをいう。

セレン

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

ふっ素

ほう素

1，4‐ジオキサン

1mg/L以下

0.002mg/L以下

0.006mg/L以下

0.01mg/L以下

基　準　値

0.003mg/L以下

検出されないこと。

0.01mg/L以下

0.05mg/L以下

0.01mg/L以下

0.04mg/L以下

検出されないこと。

0.02mg/L以下

0.002mg/L以下

0.004mg/L以下

0.1mg/L以下

0.0005mg/L以下

検出されないこと。

1mg/L以下

テトラクロロエチレン

四塩化炭素

1，2‐ジクロロエタン

1，1‐ジクロロエチレン

項　　　目

0.8mg/L以下

0.05mg/L以下

カドミウム

全シアン

鉛

六価クロム

砒素

総水銀

アルキル水銀

P　C　B

ジクロロメタン

シス‐1，2‐ジクロロエチレン

1，1，1‐トリクロロエタン

1，1，2‐トリクロロエタン

トリクロロエチレン

ハ．水質汚濁

「環境基本法」に基づく「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和46年 環境庁告示第59号）

により，公共用水域の環境基準が第 3.2.8-3 表及び第 3.2.8-4 表のとおり定められている。

対象事業実施区域の前面海域は，生活環境の保全に関する環境基準の「A 類型」及び「Ⅱ類

型」に指定されているが，港内の一部は，「B類型」もしくは「C類型」に指定されている。 

対象事業実施区域の周辺海域及び河川における水質汚濁に係る水域類型の指定状況は，第

3.1.2-4 図のとおりである。 

また，「地下水の水質汚濁に係る環境基準について」（平成 9 年 環境庁告示第 10 号）に

より，地下水の水質汚濁に係る環境基準が第 3.2.8-5 表のとおり定められている。

第 3.2.8-3 表 人の健康の保護に関する環境基準 

[ 出典：「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46年 環境庁告示第 59号）]     
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項目

類型
全　　亜　　鉛 ノニルフェノール

直鎖アルキルベン

ゼンスルホン酸

及びその塩

0.03mg/L以下 0.001mg/L以下 0.03mg/L以下

0.03mg/L以下 0.0006mg/L以下 0.02mg/L以下

0.03mg/L以下 0.002mg/L以下 0.05mg/L以下

0.03mg/L以下 0.002mg/L以下 0.04mg/L以下

備考　　 基準値は，年間平均値とする。

基　　準　　値

生物特A
生物Aの水域のうち，生物Aの欄に掲げる水生生物の産
卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が
必要な水域

生物B
コイ，フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれら
の餌生物が生息する水域

生物特B
生物A又は生物Bの水域のうち，生物Bの欄に掲げる水生
生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特

に保全が必要な水域

水生生物の生息状況の適応性

生物A
イワナ，サケマス等比較的低温域を好む水生生物及び
これらの餌生物が生息する水域

項目

水素イオン
濃度

生物化学的
酸素要求量

浮遊物質量 溶存酸素量

類型 (pH) (BOD) (SS) (DO)

AA
6.5以上
8.5以下

1mg/L以下 25mg/L以下 7.5mg/L以上
50MPN/100mL

以下

A
6.5以上
8.5以下

2mg/L以下 25mg/L以下 7.5mg/L以上
1,000MPN/100mL

以下

B
6.5以上
8.5以下

3mg/L以下 25mg/L以下 5mg/L以上
5,000MPN/100mL

以下

C
6.5以上
8.5以下

5mg/L以下 50mg/L以下 5mg/L以上 －

D
6.0以上
8.5以下

8mg/L以下 100mg/L以下 2mg/L以上 －

E
6.0以上
8.5以下

10mg/L以下
ごみ等の浮遊
が認められな
いことあああ

2mg/L以上 －

備考　　1.  基準値は，日間平均値とする。

2.  農業用利水点については，水素イオン濃度6.0以上7.5以下，溶存酸素量5mg/L以上とする。

注：1. 自然環境保全：自然探勝等の環境保全

　　2. 水 　道　1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの

　　　　　〃    2級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの

　　　　　〃    3級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの

　　3. 水　 産　1級：ヤマメ，イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用

　　　　  〃    2級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用  

　　　　  〃    3級：コイ，フナ等，β-中腐水性水域の水産生物用

　　4. 工業用水 1級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの

　　　　　〃    2級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの

　　　　　〃    3級：特殊の浄水操作を行うもの

　　5. 環境保全    ：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

基　　　　準　　　　値

大腸菌群数

水道１級，自然環境保全

及びA以下の欄に掲げるも
の

工業用水3級，
環境保全

利用目的の
適　応　性

水道2級，水産1級，水浴
及びB以下の欄に掲げるも
の

水道3級，水産2級及びC以
下の欄に掲げるもの

水産3級，工業用水1級及
びD以下の欄に掲げるもの

工業用水2級，農業用水及
びEの欄に掲げるもの

第 3.2.8-4 表(1) 生活環境の保全に関する環境基準（河川）

[ 出典：「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46年 環境庁告示第 59号）] 
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項目

類型 (COD) (DO) (油分等)

項目

類型

Ⅳ

     2. 水産1種 　　　　：底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く，かつ，安定して漁獲される

        水産2種 　　　　：一部の底生魚介類を除き，魚類を中心とした水産生物が多獲される

        水産3種 　　　　：汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される

     3. 生物生息環境保全：年間を通して底生生物が生息できる限度

Ⅰ

Ⅲ

Ⅱ

1mg/L以下

0.3mg/L
以下

0.6mg/L
以下

水産1種，水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの

(水産2種及び3種を除く。)

水産2種及びⅣの欄に掲げるもの

(水産3種を除く。)

　      2. 水域類型の指定は，海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。

　備考　1．基準値は，日間平均値とする。

2mg/L
以下

利用目的の
適応性

1,000
MPN/100mL

以下
A

C

B

2mg/L
以上

7.5mg/L
以上

3mg/L
以下

8mg/L
以下

水産1級，水浴，自然環
境保全及びB以下の欄に
掲げるもの

7.8以上
8.3以下

7.8以上
8.3以下

大腸菌群数

自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの

(水産2種及び3種を除く。)

基　準　値

全窒素 全　燐

0.2mg/L
以下

0.02mg/L
以下

基　準　値

検出されない
こと。

検出されない
こと。

-

溶存酸素量
n-ヘキサン
抽出物質

水素イオン
濃度

(pH)

化学的酸素
要求量

5mg/L
以上

-

 注：1. 自然環境保全　　：自然探勝等の環境保全

水産2級，工業用水及びC
の欄に掲げるもの

     2. 水産1級 　　：マダイ，ブリ，ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用

        水産2級　　 ：ボラ，ノリ等の水産生物用

     3. 環境保全　　：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

　備考  1. 基準値は，年間平均値とする。

水産3種，工業用水，生物生息環境保全

0.03mg/L
以下

0.05mg/L
以下

0.09mg/L以下

-環境保全

　備考　2．水産1級のうち，生食用原料カキの養殖の利水点については，大腸菌群数70MPN/100mL以下とする。

 注：1. 自然環境保全：自然探勝等の環境保全

7.0以上
8.3以下

利用目的の適応性

第 3.2.8-4 表(2) 生活環境の保全に関する環境基準（海域） 

[ 出典：「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46年 環境庁告示第 59号）] 
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項目

類型
全　亜　鉛 ノニルフェノール

直鎖アルキルベン

ゼンスルホン酸

及びその塩

基　準　値

　備考　 基準値は，年間平均値とする。

0.01mg/L以下生物A 水生生物の生息する水域 0.02mg/L以下 0.001mg/L以下

生物特A
生物Aの水域のうち，水生生物の産卵場（繁殖場）
又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域

0.01mg/L以下 0.0007mg/L以下

水生生物の生息状況の適応性

0.006mg/L以下

項目 基　準　値

類型 底層溶存酸素量

　備考　 1.　基準値は，日間平均値とする。

         2.　底面近傍で溶存酸素量の変化が大きいことが想定される場合の採水には，横型のバンドン採水器を用いる。

水生生物が生息・再生産する場の適応性

生物1
生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再生する
水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保
全・再生する水域

4.0mg/L以上

生物2
生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き，水生生物が生息できる場
を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除
き，水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域

3.0mg/L以上

生物3
生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生する
水域，再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保
全・再生する水域又は無生物域を解消する水域

2.0mg/L以上

第 3.2.8-4 表(3) 生活環境の保全に関する環境基準（海域） 

[ 出典：「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46年 環境庁告示第 59号）] 

3.2-37(260)



備考 1.

2.

3.

4.

1，1，1‐トリクロロエタン

1，1，2‐トリクロロエタン

トリクロロエチレン

テトラクロロエチレン

1，3‐ジクロロプロペン

クロロエチレン（別名塩化ビニル又は
塩化ビニルモノマー）

1，2‐ジクロロエタン

1，1‐ジクロロエチレン

0.02mg/L以下

0.002mg/L以下

0.004mg/L以下

総水銀

アルキル水銀

P　C　B

ジクロロメタン

四塩化炭素

カドミウム

全シアン

鉛

六価クロム

砒素

1，2‐ジクロロエチレン

0.8mg/L以下

0.05mg/L以下

0.01mg/L以下

0.002mg/L以下

項　　　目

0.01mg/L以下

基　準　値

0.003mg/L以下

検出されないこと。

0.01mg/L以下

0.05mg/L以下

0.01mg/L以下

0.04mg/L以下

検出されないこと。

0.0005mg/L以下

検出されないこと。

1mg/L以下

0.006mg/L以下

0.1mg/L以下

0.01mg/L以下

1,2-ジクロロエチレンの濃度は，日本工業規格K0125の5.1，5.2又は5.3.2により測定されたシス体の濃度と同企

画の5.1，5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。

0.01mg/L以下

10mg/L以下

基準値は年間平均値とする。ただし，全シアンに係る基準値については，最高値とする。

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は，日本工業規格K0102　43.2.1，43.2.3，43.2.5又は43.2.6により測定され

た硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと同規格の43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算

係数0.3045を乗じたものの和とする。

｢検出されないこと｣とは，別に定める方法により測定した場合において，その結果が当該方法の定量限界を下回

ることをいう。

セレン

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

ふっ素

ほう素

1，4‐ジオキサン

1mg/L以下

0.002mg/L以下

0.006mg/L以下

0.003mg/L以下

0.02mg/L以下

チウラム

シマジン

チオベンカルブ

ベンゼン

第 3.2.8-5 表 地下水の水質汚濁に係る環境基準 

[ 出典：「地下水の水質汚濁に係る環境基準について」（平成 9年 環境庁告示第 10号）]  
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備考 1.

2.

3.

4. 有機燐とは，パラチオン，メチルパラチオン，メチルジメトン及びEPNをいう。

カドミウム，鉛，六価クロム，砒素，総水銀，セレン，ふっ素及びほう素に係る環境上の条件のうち検液中濃度

に係る値にあっては，汚染土壌が地下水面から離れており，かつ，原状において当該地下水中のこれらの物質の

濃度がそれぞれ地下水1Lにつき0.01mg，0.01mg，0.05mg，0.01mg，0.0005mg，0.01mg，0.8mg及び1mgを超えてい

ない場合には，それぞれ検液1Lにつき0.03mg，0.03mg，0.15mg，0.03mg，0.0015mg，0.03mg，2.4mg及び3mgとす

る。

｢検液中に検出されないこと｣とは，別に定める方法により測定した場合において，その結果が当該方法の定量限

界を下回ることをいう。

検液1Lにつき0.05mg以下であること｡

検液1Lにつき0.0005mg以下であること｡

検液中に検出されないこと。

検液中に検出されないこと。

1，4‐ジオキサン

ベンゼン

セレン

項　　　目 環　境　上　の　条　件

検液中に検出されないこと。

シマジン

検液1Lにつき0.01mg以下であること｡

検液1Lにつき0.01mg以下であり，かつ，農用地（田に限
る。）においては，土壌1kgにつき15mg未満であること。

検液中に検出されないこと。

検液1Lにつき0.01mg以下であり，かつ，農用地においては，
米1kgにつき0.4mg未満であること。

検液1Lにつき0.01mg以下であること。

環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては別に定める方法により検液を作成し，これを用いて測定を

行うものとする。

ジクロロメタン

検液1Lにつき0.1mg以下であること｡

1，1，1‐トリクロロエタン

1，1‐ジクロロエチレン

検液1Lにつき0.04mg以下であること｡

検液1Lにつき1mg以下であること｡

検液1Lにつき0.02mg以下であること｡

検液1Lにつき0.002mg以下であること｡

テトラクロロエチレン

1，3‐ジクロロプロペン

チウラム

P　C　B

カドミウム

砒素

アルキル水銀

総水銀

六価クロム

鉛

有機燐

全シアン

農用地（田に限る。）において，土壌1kgにつき125mg未満で
あること。

1，2‐ジクロロエタン

四塩化炭素

銅

ふっ素 検液1Lにつき0.8mg以下であること｡

チオベンカルブ

1，1，2‐トリクロロエタン

トリクロロエチレン

検液1Lにつき0.02mg以下であること｡

検液1Lにつき0.01mg以下であること｡

検液1Lにつき0.01mg以下であること｡

検液1Lにつき0.004mg以下であること｡

検液1Lにつき0.002mg以下であること｡

検液1Lにつき0.006mg以下であること｡

検液1Lにつき0.03mg以下であること｡

検液1Lにつき0.05mg以下であること｡

検液1Lにつき0.006mg以下であること｡

検液1Lにつき0.003mg以下であること｡

クロロエチレン（別名塩化ビニル又は
塩化ビニルモノマー）

検液1Lにつき0.002mg以下であること｡

ほう素 検液1Lにつき1mg以下であること｡

シス‐1，2‐ジクロロエチレン

ニ．土壌汚染

「環境基本法」に基づく「土壌の汚染に係る環境基準について」（平成3年 環境庁告示第46号）

により，土壌汚染に係る環境基準が第 3.2.8-6 表のとおり定められている。

第 3.2.8-6 表 土壌の汚染に係る環境基準 

[ 出典：「土壌の汚染に係る環境基準について」（平成 3年 環境庁告示第 46号）] 
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備考 1.

2.

3.

4. 土壌にあっては，環境基準が達成されている場合であって，土壌中のダイオキシン類の量が250pg-TEQ/ｇ

以上の場合 簡易測定方法により測定した場合にあっては，簡易測定値に２を乗じた値が250pg-TEQ/g以上

の場合）には，必要な調査を実施することとする。

基準値は，2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した値とする。

大気及び水質(水底の底質を除く。）の基準値は，年間平均値とする。

土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出又は高圧流体抽出し，高分解能ガスクロマトグラフ

質量分析計，ガスクロマトグラフ四重極形質量分析計又はガスクロマトグラフ三次元四重極形質量分析計

により測定する方法（この表の土壌の欄に掲げる測定方法を除く。以下「簡易測定方法」という。）によ

り測定した値（以下「簡易測定値」という。）に２を乗じた値を上限，簡易測定値に0.5を乗じた値を下限

とし，その範囲内の値をこの表の土壌の欄に掲げる測定方法により測定した値とみなす。

1,000pg-TEQ/g以下土 壌

媒　　　体

大 気

水 質 ( 水 底 の 底 質 を 除 く 。 )

水 底 の 底 質

基　準　値

0.6pg-TEQ/m
3
以下

1pg-TEQ/L以下

150pg-TEQ/g以下

ホ．ダイオキシン類

「ダイオキシン類対策特別措置法」（平成 11 年 法律第 105 号）に基づく「ダイオキシン

類による大気の汚染，水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。）及び土壌の汚染に係る環境基

準について」（平成 11 年 環境庁告示第 68 号）により，ダイオキシン類に係る環境基準が

第 3.2.8-7 表のとおり定められている。

第 3.2.8-7 表 ダイオキシン類に係る環境基準 

注：1．大気の汚染に係る環境基準は，工業専用地域，車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所 

 については適用しない。 

2．水質の汚濁（水底の底質の汚染を除く。）に係る環境基準は，公共用水域及び地下水について適用する。 

3．水底の底質の汚染に係る環境基準は，公共用水域の水底の底質について適用する。 

4．土壌の汚染に係る環境基準は，廃棄物の埋立地その他の場所であって，外部から適切に区別されている 

 施設に係る土壌については適用しない。 

出典：「ダイオキシン類による大気の汚染，水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。）及び土壌の汚染に係る  

環境基準について」（平成 11年 環境庁告示第 68号）  
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② 規制基準等 

イ．大気汚染

大気汚染については，「大気汚染防止法」（昭和 43 年 法律第 97 号）により，工場及び事

業所から排出される大気汚染物質について，ばい煙発生施設，一般粉じん発生施設等を対象に

排出基準や施設の構造等に対する規制が定められており，硫黄酸化物はK値による排出規制が，

また，ばいじん及び窒素酸化物等は，ばい煙発生施設の能力ごとにそれぞれ排出基準が定めら

れている。 

本事業で設置するボイラーは，「大気汚染防止法」に基づく規制基準が適用される。

（イ）硫黄酸化物 

硫黄酸化物については，「大気汚染防止法」により，地域の区分ごとに定められた排出基

準が適用される。 

対象事業に適用される排出基準は，第 3.2.8-8 表のとおりである。 

また，「愛媛県公害防止条例」（昭和 44 年 愛媛県条例第 23 号）に基づく指定工場※につ

いては，硫黄酸化物に係る許容基準（総量規制）が定められている。 

※：指定工場とは，愛媛県公害防止条例に基づくばい煙又は汚水等を排出する工場又は事業場であり，

指定地域及び規模要件が同条例で定められている。 
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地域の区分 Kの値 排出基準

 愛媛県の区域のうち，
 新居浜市及び西条市
 の区域

2.34

q ：硫黄酸化物の量（m
3
N/h）

K ：地域ごとに定められる値

He：補正された排出口の高さ（m）

Ho：排出口の実高さ（m）

　Q ：温度15℃における排出ガス量（m3/s）
　V ：排出ガスの排出速度（m/s）
　T ：排出ガスの温度（K）

2-3 He10Kq

Ht)0.65(HmHoHe

V

2.58
1

Q・V0.795
Hm

1)
J

1
logJ288)・(2.30・Q・(T102.01Ht 3

1)
288T

V
296(1460

Q・V

1
J

第 3.2.8-8 表 硫黄酸化物に係る排出基準 

出典：「大気汚染防止法施行令」（昭和 43年 政令第 329 号）         

「大気汚染防止法施行規則」（昭和 46年 厚生省・通商産業省令第 1号） 

3.2-42 (265)



ばい煙発生施設 規　模 排出基準

ボイラーのうち石炭

を燃焼させるもの

排出ガス量

20万m
3
N/h以上

0.10g/m
3
N

（O26%換算値）

ばい煙発生施設 規　模 排出基準

ボイラーのうち固体燃料

を燃焼させるもの

排出ガス量

70万m
3
N/h以上

200cm
3
/m

3
N

（O26%換算値）

（ロ）ばいじん 

ばいじんについては，「大気汚染防止法」により，ばい煙発生施設の種類，使用燃料の種

類及び規模ごとに定められた規制基準が適用される。 

対象事業に適用される規制基準は，第 3.2.8-9 表のとおりである。 

第 3.2.8-9 表 ばいじんに係る規制基準 

出典：「大気汚染防止法施行令」（昭和 43年 政令第 329号）          

「大気汚染防止法施行規則」（昭和 46年 厚生省・通商産業省令第 1号）  

（ハ）窒素酸化物 

窒素酸化物については，「大気汚染防止法」により，ばい煙発生施設の種類，使用燃料の

種類及び規模ごとに定められた規制基準が適用される。 

対象事業に適用される規制基準は，第 3.2.8-10 表のとおりである。 

第 3.2.8-10 表 窒素酸化物に係る規制基準 

出典：「大気汚染防止法施行令」（昭和 43年 政令第 329号）          

「大気汚染防止法施行規則」（昭和 46年 厚生省・通商産業省令第 1号）  
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新設施設 既存施設

ボイラーのうち石炭

を燃焼させるもの
8 g/m

3
N

（O26%換算値）

10 g/m
3
N

（O26%換算値）

排出基準
ばい煙発生施設

（ニ）水 銀 

水銀については，「大気汚染防止法」により，ばい煙発生施設の種類及び規模ごとに定め

られた規制基準が適用される。 

対象事業に適用される規制基準は，第 3.2.8-11 表のとおりである。 

第 3.2.8-11 表 水銀に係る規制基準 

注：1．排出基準は，「大気汚染防止法の一部を改正する法律」（平成 27 年 法律第 41 号）の施行日（平成 30

年 4月 1日）から適用される。 

2．既存施設の排出基準は，「大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令」（平成 28年 環境省令第 22

号）の施行の日において現に設置されている水銀排出施設（設置の工事が着手されているものを含む。）

に適用される。 

[ 出典：「大気汚染防止法施行規則」（昭和 46年 厚生省・通商産業省令第 1号）] 

3.2-44 (267)



朝　･　夕 昼　間 夜　間

午前6時から午前8時まで
午後7時から午後10時まで

午前8時から午後7時まで
午後10時から

翌日の午前6時まで

45デシベル 50デシベル 45デシベル

50デシベル 60デシベル 45デシベル

65デシベル 65デシベル 50デシベル

70デシベル 70デシベル 60デシベル

備考 表に掲げる第2種区域，第3種区域又は第4種区域の区域内に所在する学校，保育所，病院等，図書館，特別養護老

人ホーム及び幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は，当該各欄に

定める当該値から5デシベルを減じた値とする。

第　4　種　区　域

時間の区分

区域の区分

第　1　種　区　域

第　2　種　区　域

第　3　種　区　域

ロ．騒 音

騒音については，「騒音規制法」（昭和 43年 法律第 98 号）により，規制地域を指定して

工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する騒音に対する規制基準及

び自動車騒音に係る許容限度が定められている。 

（イ）特定工場等に関する規制基準

工場及び事業場からの騒音の規制基準は，「特定工場等において発生する騒音の規制に関

する基準」（昭和 43 年 厚生省・農林省・通商産業省・運輸省告示 1 号）及び「騒音規制

法の規定に基づく騒音規制地域における規制基準について」（平成 24 年 西条市告示第 33

号）において第 3.2.8-12 表のとおり定められている。 

また，区域の指定状況は，第 3.2.8-2 図のとおりであり，対象事業実施区域は，「第 4種

区域」に指定されている。 

第 3.2.8-12 表 特定工場等における騒音に係る規制基準 

出典：「特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準」 

（昭和 43年 厚生省・農林省・通商産業省・運輸省告示 1号） 

「騒音規制法の規定に基づく騒音規制地域における規制基準について」（平成 24年 西条市告示第 33号） 
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凡例 [「平成28年度版　西条市環境報告書」（平成29年　西条市）より作成 ]

：第1種区域

：第2種区域

：第3種区域

：第4種区域

第3.2.8-2図　騒音の規制区域指定（工場騒音）
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（ロ）建設作業騒音の規制基準

建設作業騒音の規制基準は,「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準」

（昭和 43年 厚生省・建設省告示第 1号）において第 3.2.8-13 表のとおり定められている。 

また，区域の指定状況は，第 3.2.8-3 図のとおりであり，対象事業実施区域は，「第 2号

区域」に指定されている。 
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区域
の

区分
No. 基準値

作業禁止
時間

1日あたり
作業時間

連続作業
時間

作業
禁止日

80
デシベル

午後9時
から

翌午前6時
まで

制限
なし

制限
なし

80
デシベル

制限
なし

制限
なし

備考　第1号区域及び第2号区域は次のとおりである。

     1．第1号区域

  (1)第1種区域 

  (2)第2種区域 

  (3)第3種区域 

  (4)第4種区域として定められた区域のうち，次に掲げる施設の敷地の周囲おおむね80メートルまでの区域

ア．｢学校教育法｣　(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

イ．｢児童福祉法｣　(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所

エ．｢図書館法｣　(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

オ．｢老人福祉法｣　(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム。

     2．第2号区域

   指定地域のうち，上記第1号区域以外の区域

ウ．｢医療法｣　(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち

　　患者を入院させるための施設を有するもの

くい打機，くい抜機又はくい打くい抜機を

使用する作業

コンクリートプラント又はアスファルト

プラントを設けて行う作業

作業の種類・名称

午後7時
から

翌午前7時
まで

連続6日を
超えない

こと

日曜日
休日

10時間を
超えない

こと

ブルドーザー，パワーショベル等を
使用する作業（法規制対象は除く）

ハンマーを使用する板金又は
製罐作業

びょう打機を使用する作業

さく岩機を使用する作業

85
デシベル

85
デシベル第

2
号
区
域

特
定
建
設
作
業

くい打機，くい抜機又はくい打くい抜機を

使用する作業

特
定
作
業

空気圧縮機を使用する作業

バックホウ，トラクターショベル，
ブルドーザーを使用する作業

特
定
建
設
作
業

特
定
作
業

第
1
号
区
域

注: 1．基準値は，特定建設作業もしくは特定作業の敷地の境界線におけるものである。

　　2．この基準には，災害その他非常事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合などの適用除外が

　　　 設けられている。

14時間を
超えない

こと

連続6日を
超えない

こと

日曜日
休日

びょう打機を使用する作業

さく岩機を使用する作業

空気圧縮機を使用する作業

コンクリートプラント又はアスファルト

プラントを設けて行う作業

バックホウ，トラクターショベル，
ブルドーザーを使用する作業

ブルドーザー，パワーショベル等を
使用する作業（法規制対象は除く）

ハンマーを使用する板金又は
製罐作業

午後10時
から

翌午前6時
まで

制限
なし

第 3.2.8-13 表 特定建設作業及び特定作業に係る騒音の規制基準 

出典：「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準」（昭和 43年 厚生省・建設省告示第 1号） 

出典：「特定建設作業に伴って発生する騒音規制に関する基準別表第 1号に基づく区域の指定について｣ 

（平成 24年 西条市告示第 34号） 
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凡例 [「平成28年度版　西条市環境報告書」（平成29年　西条市）より作成 ]

：第1号区域

：第2号区域

第3.2.8-3図　騒音の規制区域指定（建設作業騒音）
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昼　間 夜　間

1 65デシベル 55デシベル

2 70デシベル 65デシベル

3 75デシベル 70デシベル

備考

注： 上表に掲げる区域のうち幹線交通を担う道路に近接する区域（2車線以下の車線を有する道路の場合は，道路の敷地

の境界線から15m，2車線を超える車線を有する道路の場合は道路の敷地の境界線から20mまでの範囲をいう。)に係

る限度は上表にかかわらず，昼間においては75デシベル，夜間においては70デシベルとする。

a区域は，騒音環境基準に係るA類型の区域，b区域は，騒音環境基準に係るB類型の区域，c区域は，騒音環境基準に

係るC類型の区域とする。

a区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域

b区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域及び
c区域のうち車線を有する道路に面する区域

a区域及びb区域のうち1車線を有する道路に面する区域

時 間 の 区 分

区 域 の 区 分

午前6時から
午後10時まで

午後10時から
翌日の午前6時ま

で

（ハ）自動車騒音の要請限度

自動車騒音の要請限度は，「騒音規制法第 17 条第 1 項の規定に基づく指定地域内におけ

る自動車騒音の限度を定める省令」（平成 12 年 総理府令第 15 号）において第 3.2.8-14 表

のとおり定められている。 

また，区域の指定状況は，第 3.2.8-1 図のとおりであり，対象事業実施区域の一部が c区

域に指定されている。 

第 3.2.8-14 表 自動車騒音の要請限度 

出典：「騒音規制法第 17条第 1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令」 

（平成 12年 総理府令第 15号） 

「騒音規制法第 17条第 1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令 

別表備考の規定に基づく区域の指定について」      （平成 24年 西条市告示第 35号） 
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昼　間 夜　間

午前8時から午後7時まで 午後7時から翌日の午前8時まで

60デシベル 55デシベル

65デシベル 60デシベル第　2　種　区　域

時間の区分

区域の区分

第　1　種　区　域

ハ．振 動

振動については，「振動規制法」（昭和 51 年 法律第 64 号）により，規制区域を指定し，

事業活動並びに建設工事に伴って発生する振動に対する規制基準及び道路交通振動に係る要

請限度が定められている。

（イ）特定工場等に関する規制基準

工場及び事業場からの振動の規制基準は，「特定工場等において発生する振動の規制に関

する基準」（昭和 51年 環境庁告示 90号）及び「振動規制法の規定に基づく振動規制地域

における規制基準について」（平成 24 年 西条市告示第 37号）において第 3.2.8-15 表のと

おり定められている。 

また，区域の指定状況は，第 3.2.8-4 図のとおりであり，対象事業実施区域の一部が「第

2種区域」に指定されている。

第 3.2.8-15 表 特定工場等における振動に係る規制基準 

出典：「特定工場等において発生する振動の規制に関する基準」（昭和 51年 環境庁告示 90号） 

「振動規制法の規定に基づく振動規制地域における規制基準について」（平成 24年 西条市告示第 37号） 
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凡例 [「平成28年度版　西条市環境報告書」（平成29年　西条市）より作成 ]

：第1種区域（第1号区域）

：第2種区域（第2号区域）

第3.2.8-4図　振動の規制区域及び道路交通振動の要請限度区域指定
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第1号区域 第2号区域 第1号区域 第2号区域

1

2

3

4

10時間を
超えない

こと

14時間を
超えない

こと

備考　第1号区域及び第2号区域は次のとおりである（第3.2.8-4図を参照）。

　　ウ．｢医療法｣　(昭和23年 法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち

　　　　患者を入院させるための施設を有するもの

　　エ．｢図書館法｣　(昭和25年 法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

　　イ．｢児童福祉法｣　(昭和22年 法律第164号)第7条に規定する保育所

　(1)第1種区域

　(2)第2種区域のうち，主として工業等の用に供されている区域を除く区域

　(3)第2種区域のうち，次に掲げる施設の敷地の周囲80メートルまでの区域

　　ア．｢学校教育法｣　(昭和22年 法律第26号)第1条に規定する学校

※1日の作業限度時間は，基準値を超える振動を発生する特定建設作業について勧告又は命令を行うにあたり，※欄に定

める時間から4時間まで短縮させることができる。

3.

2.

この基準には災害その他非常事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合などの適用除外が設けられて

いる。

注：1. 基準値は，特定建設作業場所の敷地境界線の大きさである。

2．第2号区域

　 第2種区域のうち，上記に掲げる区域以外の区域

　　オ．｢老人福祉法｣　(昭和38年 法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム

No. 基準値
作業禁止時間 連続作業限度期間

作　業　区　分
作業

禁止日

午後10時
から

翌日の
午前6時
まで

日曜日
その他の

休日

1．第1号区域

※1日の作業限度時間

舗装版破砕機を使用する作業

鋼球を使用する作業

ブレーカーを使用する作業

75
デシベル

午後7時
から

翌日の
午前7時
まで

くい打機，くい抜機又はくい打く
い抜機を使用する作業

連続6日を
超えない

こと

（ロ）建設作業振動の規制基準

建設作業振動の規制基準は，「振動規制法施行規則」（昭和 51 年 総理府令第 58 号）にお

いて第 3.2.8-16 表のとおり定められている。 

また，区域の指定状況は，第 3.2.8-4 図のとおりであり，対象事業実施区域の一部が「第

2号区域」に指定されている。

第 3.2.8-16 表 特定建設作業に係る振動の規制基準 

出典：「振動規制法施行規則」（昭和 51年 総理府令第 58号） 

「振動規制法施行規則別表第 1付表第 1号の規定に基づく区域の指定について」 

（平成 24年 西条市告示第 38 号） 
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昼　間 夜　間

午前8時から午後7時まで 午後7時から翌日の午前8時まで

65デシベル 60デシベル

70デシベル 65デシベル第　2　種　区　域

時間の区分

区域の区分

第　1　種　区　域

（ハ）道路交通振動の要請限度

道路交通振動の要請限度は，「振動規制法施行規則」（昭和51年 総理府令58号）におい

て第3.2.8-17 表のとおり定められている。 

また，区域の指定状況は，第 3.2.8-4 図のとおりであり，対象事業実施区域の一部が「第

2種区域」に指定されている。 

第 3.2.8-17 表 道路交通振動の要請限度 

出典：「振動規制法施行規則」（昭和 51年 総理府令第 58号） 

「振動規制法施行規則別表第 2の規定に基づく区域及び時間の指定について」 

（平成 24年 西条市告示第 39 号） 
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（単位 : ppm）

A区域 B区域

ア ン モ ニ ア 1 2

特 定 悪 臭 物 質
規　制　基　準

ニ．悪 臭

悪臭については，「悪臭防止法」（昭和 46 年 法律第 91 号）及び「悪臭防止法に基づく

規制地域における規制基準について」（平成 24 年 西条市告示第 41 号）により，工場及び

事業場を発生源とする悪臭を防止するため，規制地域を指定し，事業活動に伴って発生する

悪臭に対し，規制基準が定められている。 

発電所において使用，排出する悪臭物質としては，アンモニアがある。

（イ）敷地境界線上における規制基準

悪臭物質（アンモニア）の敷地境界線上における規制基準は，「悪臭防止法」（昭和 46

年 法律第 91 号）及び「悪臭防止法に基づく規制地域における規制基準について」（平成

24 年 西条市告示第 41 号）において第 3.2.8-18 表のとおり定められている。 

また，区域の指定状況は，第 3.2.8-5 図のとおりであり，対象事業実施区域は，「A 区

域」に指定されている。

第 3.2.8-18 表 悪臭物質の敷地境界線上における規制基準 

出典：「悪臭防止法」（昭和 46年 法律第 91号） 

「悪臭防止法に基づく規制地域における規制基準について」 

（平成 24年 西条市告示第 41 号） 
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凡例 [「平成28年度版　西条市環境報告書」（平成29年　西条市）より作成 ]

：A区域

：B区域

第3.2.8-5図　悪臭の規制区域指定
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（ロ）排出口における規制基準

排出口における規制基準は，次の式により算出された流量とされている。 

・CmHe0.108q 2

q  ： 流量（m3N/h） 

He ： 補正された排出口の高さ（m） 

Cm ： 敷地境界の基準値（ppm） 

排出口の高さ補正は，次の算式により行うものとする（5m未満となる場合については，こ

の式は適用しないものとする。）。 

Ht)0.65(HmHoHe

V

2.58
1

Q・V0.795
Hm

1)
J

1
logJ288)・(2.30・Q・(T102.01Ht 3

1)
288T

V
296(1460

Q・V

1
J

Ho ： 排出口の実高さ（m） 

Hm ： 速度による上昇高さ（m） 

Ht ： 浮力による上昇高さ（m） 

Q ： 温度15℃における排出ガスの流量（m3/s） 

V ： 排出ガスの排出速度（m/s） 

T ： 排出ガスの温度（絶対温度） 

[ 出典：「悪臭防止法施行規則」（昭和47年 総理府令第39号）] 
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ホ．水質汚濁

水質汚濁については，「水質汚濁防止法」（昭和 45 年 法律第 138 号）及び「瀬戸内海環

境保全特別措置法」（昭和 48 年 法律第 110 号）により，特定事業場（「水質汚濁防止法」

に定める特定施設又は「瀬戸内海環境保全特別措置法」に定めるみなし指定地域特定施設を設

置する事業場等）から河川や海域等の公共用水域に排出される水（以下「排出水」という。）

を対象に排水基準及び総量規制基準が定められている。

また，「愛媛県公害防止条例」（昭和 44年 愛媛県条例第 23号）に定める上乗せ排水基準が

適用される。 

排水基準は第 3.2.8-19 表，総量規制基準は第 3.2.8-20 表のとおりである。 
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第 3.2.8-19 表(1) 排水基準（有害物質） 

[ 出典：「排水基準を定める省令」（昭和46年 総理府令第35号）]

0.03 mg/L

1 mg/L

0.1 mg/L

0.5 mg/L

0.1 mg/L

0.005 mg/L

0.003 mg/L

0.1 mg/L

0.1 mg/L

0.2 mg/L

0.02 mg/L

0.04 mg/L

1 mg/L

0.4 mg/L

3 mg/L

0.06 mg/L

0.02 mg/L

0.06 mg/L

0.03 mg/L

0.2 mg/L

0.1 mg/L

0.1 mg/L

0.5 mg/L

備考　1.

　　　2.

「検出されないこと。」とは，環告第64号で定められた方法により排出水の汚染状態を検定した場合

において，その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。

砒素及びその化合物についての排出基準は，水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律施行令の一部を改正する政令（昭和49年政令第363号）の施行の際現にゆう出している温泉

（温泉法（昭和23年法律第125号）第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。）を利用する旅館

業に属する事業場に係る排出水については，当分の間，適用しない。

1 mg/L

シマジン

アンモニア，アンモニウム化合物，

砒素及びその化合物

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

アルキル水銀化合物

1，4－ジオキサン

100mg/L（アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸

性窒素＋硝酸性窒素）

検出されないこと。

ポリ塩化ビフェニル

トリクロロエチレン

テトラクロロエチレン

亜硝酸化合物及び硝酸化合物

ベンゼン

セレン及びその化合物

ほう素及びその化合物

1，2－ジクロロエタン

チオベンカルブ

1．1－ジクロロエチレン

シス－1，2－ジクロロエチレン

1，1，1－トリクロロエタン

1，1，2－トリクロロエタン

有機燐化合物

四塩化炭素

鉛及びその化合物

ふっ素及びその化合物

許　容　限　度

　海域以外：10mg/L，海域：230mg/L

　海域以外：8mg/L，海域：15mg/L

有　害　物　質　の　種　類

カドミウム及びその化合物

シアン化合物

1，3－ジクロロプロペン

（パラチオン，メチルパラチオン，メチルジメトン及びEPNに限る）

チウラム

六価クロム化合物

ジクロロメタン
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許　容　限　度

海域以外の公共用水域に排出されるもの

5.8以上8.6以下

海域に排出されるもの

5.0以上9.0以下

160mg/L　（日間平均 120mg/L）

160mg/L　（日間平均 120mg/L）

200mg/L　（日間平均 150mg/L）

5mg/L

3mg/L

2mg/L

10mg/L

10mg/L

2mg/L

日間平均 3,000個/cm
3

120mg/L　（日間平均 60mg/L）

16mg/L　（日間平均 8mg/L）

6. 窒素含有量についての排水基準は，窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼と

して環境大臣が定める湖沼，海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であって水

の塩素イオン含有量が9,000mg/Lを超えるものを含む。以下同じ。)として環境大臣が定める海域及びこれらに

流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。

7. 燐含有量についての排水基準は，燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として

環境大臣が定める湖沼，海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定

める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。

3. 

4. 

水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量についての排水基準は，硫黄鉱業(硫黄と共存する硫化鉄鉱を掘採する鉱業

を含む。)に属する工場又は事業場に係る排出水については適用しない。

水素イオン濃度，銅含有量，亜鉛含有量，溶解性鉄含有量，溶解性マンガン含有量及びクロム含有量について

の排水基準は，水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の

施行の際現にゆう出している温泉を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については，当分の間，適用

しない。

生物化学的酸素要求量についての排水基準は，海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適

用し，化学的酸素要求量についての排水基準は，海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用する。

5. 

銅含有量

亜鉛含有量

項　　　　　目

水素イオン濃度
（水素指数）

生物化学的酸素要求量

化学的酸素要求量

5mg/L

30mg/L
ノルマルヘキサン抽出物質含有量

浮遊物質量

フェノール類含有量

溶解性マンガン含有量

（動植物油脂類含有量）

ノルマルヘキサン抽出物質含有量

（鉱油類含有量）

2. 

｢日間平均｣による許容限度は，1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。

この表に掲げる排水基準は，1日当たりの平均的な排出水の量が50m
3
以上である工場又は事業場に係る排出水に

ついて適用する。

溶解性鉄含有量

クロム含有量

大腸菌群数

窒素含有量

備考　1. 

燐含有量

第 3.2.8-19 表(2) 排水基準（一般項目） 

[ 出典：「排水基準を定める省令」（昭和46年 総理府令第35号）] 
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項　目 許　容　限　度

 その他のもの
 1日の通常の排水量
 が2千立方メートル
 以上のもの

化学的
酸素要求量

15mg/L
（日間平均 10mg/L）

上乗せ排水基準
工場又は事業場の区分

第 3.2.8-19 表(3) 排水基準（上乗せ排水基準） 

[ 出典：「愛媛県公害防止条例」（昭和 44年 愛媛県条例第 23号）]
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第 3.2.8-20 表(1) 総量規制基準（化学的酸素要求量） 

[ 出典：「化学的酸素要求量，窒素含有量及びりん含有量に係る総量規制基準」（平成24年 愛媛県告示第238号）]

総量規制基準

備考　この表の右欄に掲げる式において，Lc，Cc，Qc，Ccj，Cci，Cco，Qcj，Qci及びQcoは，それぞれ次の値を表すものとする。

(1) (2) (3)

産業廃棄物処理業 20 20 20

生活排水に係るもの（日平均

排水量400m3以上のもの）
30 30 30

（1）から（6）までに分類さ
れないもの

10 10 10

Lc ： 排出が許容される汚濁負荷量（kg/日）

指定地域内事業場の区分

平成13年改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工
場又は事業場のうち，平成13年7月1日以後許可の申請等がされ，当
該許可の申請等に係る特定施設が設置され，又は特定施設の構造等
が変更されたもの及び平成13年改正政令の施行により同日以後新た
に指定地域内事業場となった工場又は事業場

整理
番号

Cc ：

Qc ：

愛媛県が業種その他の区分ごとに定める(1)欄の化学的酸素要求量（mg/L）

特定排出水（排出水のうち，指定地域内事業場において事業活動その他の人の活動に使用された水であって，専ら冷却

用，減圧用その他の用途でその用途に供することにより汚濁負荷量が増加しないものに供された水以外のものをいう。以

下同じ。）の量（m
3
/日）

愛媛県が業種その他の区分ごとに定める(3)欄の化学的酸素要求量（mg/L）Ccj：

232
（5）

232
（7）

226

Cci： 愛媛県が業種その他の区分ごとに定める(2)欄の化学的酸素要求量（mg/L）

Cco：

Qcj：

Ccと同じ値（mg/L）

平成3年7月1日（12の項にあっては同年10月1日，14の項にあっては平成9年12月1日，16の項にあっては平成10年6月17日，

18の項にあっては平成12年3月1日，20の項にあっては同年10月1日，22の項にあっては平成13年7月1日，24の項にあっては

平成24年5月25日）以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量（同日以後に設置される指定地

域内事業場に係る場合にあっては，特定排出水の量）（m
3
/日）

Qci： 昭和55年7月1日（4の項にあっては昭和57年7月1日，6の項にあっては昭和58年1月1日，8の項にあっては昭和63年10月1

日，10の項にあっては平成3年4月1日）から平成3年6月30日までの間に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特

定排出水の量（同期間に設置される指定地域内事業場に係る場合にあっては，特定排出水の量（Qcjを除く。））（m
3
/日）

Qco： 特定排出水の量（Qcj及びQciを除く。）（m
3
/日）

化学的酸素要求量
（単位：mg/L）業種その他の区分

310Cco・Qco)(Ccj・QcjLc
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第 3.2.8-20 表(2) 総量規制基準（窒素含有量） 

[ 出典：「化学的酸素要求量，窒素含有量及びりん含有量に係る総量規制基準」（平成24年 愛媛県告示第238号）]

総量規制基準

備考　この表の右欄に掲げる式において，Ln，Cn，Qn，Cni，Cno，Qni及びQnoは，それぞれ次の値を表すものとする。

(1) (2)

産業廃棄物処理業 40 20

生活排水に係るもの（日平均

排水量400m3以上のもの）
30 20

（1）から（6）までに分類さ
れないもの

10 10

窒素含有量
（単位：mg/L）業種その他の区分

Cno： Cnと同じ値（mg/L）

Qni：

Qno：

平成14年10月1日（4の項にあっては，平成24年5月25日）以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排

出水の量（同日以後に設置される指定地域内事業場に係る場合にあっては，特定排出水の量）（m
3
/日）

特定排出水の量（Qniを除く。）（m
3
/日）

232
（7）

Ln ： 排出が許容される汚濁負荷量（kg/日）

指定地域内事業場の区分

平成14年10月1日以後許可の申請等がされ，当該許可の申請等に係
る特定施設が設置され，又は特定施設の構造等が変更された指定
地域内事業場及び当該特定施設の設置又は構造等の変更により同
日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場（同日前
に許可の申請等がされたものを除く。）

Cn ：

Qn ：

愛媛県が業種その他の区分ごとに定める(1)欄の窒素含有量（mg/L）

特定排出水の量（m
3
/日）

愛媛県が業種その他の区分ごとに定める(2)欄の窒素含有量（mg/L）Cni：

整理
番号

226

232
（5）

310Cno・Qno)(Cni・QniLn
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総量規制基準

備考　この表の右欄に掲げる式において，Lp，Cp，Qp，Cpi，Cpo，Qpi及びQpoは，それぞれ次の値を表すものとする。

(1) (2)

産業廃棄物処理業 4 1

生活排水に係るもの（日平均

排水量400m3以上のもの）
5 2

（1）から（6）までに分類さ
れないもの

1 1

りん含有量
（単位：mg/L）業種その他の区分

Cpo： Cpと同じ値（mg/L）

Qpi：

Qpo：

平成14年10月1日（4の項にあっては，平成24年5月25日）以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排

出水の量（同日以後に設置される指定地域内事業場に係る場合にあっては，特定排出水の量）（m
3
/日）

特定排出水の量（Qpiを除く。）（m
3
/日）

232
（7）

Lp ： 排出が許容される汚濁負荷量（kg/日）

指定地域内事業場の区分

平成14年10月1日以後許可の申請等がされ，当該許可の申請等に係
る特定施設が設置され，又は特定施設の構造等が変更された指定
地域内事業場及び当該特定施設の設置又は構造等の変更により同
日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場（同日前
に許可の申請等がされたものを除く。）

Cp ：

Qp ：

愛媛県が業種その他の区分ごとに定める(1)欄のりん含有量（mg/L）

特定排出水の量（m
3
/日）

愛媛県が業種その他の区分ごとに定める(2)欄のりん含有量（mg/L）Cpi：

整理
番号

226

232
（5）

310Cpo・Qpo)(Cpi・QpiLp

第 3.2.8-20 表(3) 総量規制基準（りん含有量） 

[ 出典：「化学的酸素要求量，窒素含有量及びりん含有量に係る総量規制基準」（平成24年 愛媛県告示第238号）]
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ヘ．底 質 

「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出

しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令」（昭和48年 総理府令第6号）

により，水底土砂の判定基準が第 3.2.8-21 表のとおり定められている。

第 3.2.8-21 表 水底土砂判定基準 

注：※は，廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表第 3の 3第 24 号に掲げるもの。 

出典：「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第 5条第 1項に規定する埋立場所等に排出    

しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令」（昭和 48年 総理府令第 6号）  

備考　1.

2.

シス‐1，2‐ジクロロエチレン

1，1，1‐トリクロロエタン

1，3‐ジクロロプロペン

1，1-ジクロロエチレン

1，4-ジオキサン

1，1，2‐トリクロロエタン

この表に掲げる基準は，別に定める方法により廃棄物に含まれる各項目欄に掲げる物質を溶出させた場合におけ

る当該判定基準欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。

「検出されないこと。」とは，別に定める方法により検定した場合において，その結果が当該検定方法の定量限

界を下回ることをいう。

ダイオキシン類

チウラム

検液1Lにつき1，4-ジオキサン0.5mg以下

検液1Lにつきダイオキシン類10pg-TEQ以下

検液1Lにつきシマジン0.03mg以下

検液1Lにつきチオベンカルブ0.2mg以下

検液1Lにつきベンゼン0.1mg以下

セレン又はその化合物 検液1Lにつきセレン0.1mg以下

シマジン

ベンゼン

ポリ塩化ビフェニル

ジクロロメタン

バナジウム又はその化合物

四塩化炭素

1，2-ジクロロエタン

有機塩素化合物※

銅又はその化合物

亜鉛又はその化合物

ふっ化物

トリクロロエチレン

テトラクロロエチレン

ベリリウム又はその化合物

クロム又はその化合物

ニッケル又はその化合物

アルキル水銀化合物につき検出されないこと。

検液1Lにつき水銀0.005mg以下

検液1Lにつきカドミウム0.1mg以下

検液1Lにつき鉛0.1mg以下

アルキル水銀化合物

水銀又はその化合物

カドミウム又はその化合物

鉛又はその化合物

項　　　目

検液1Lにつきバナジウム1.5mg以下

試料1kgにつき塩素40mg以下

検液1Lにつき六価クロム0.5mg以下

検液1Lにつきひ素0.1mg以下

検液1Lにつきふっ素15mg以下

検液1Lにつきシアン1mg以下

検液1Lにつきポリ塩化ビフェニル0.003mg以下

検液1Lにつき銅3mg以下

検液1Lにつき亜鉛2mg以下

検液1Lにつき有機りん化合物1mg以下有機りん化合物

六価クロム化合物

ひ素又はその化合物

シアン化合物

判　定　基　準

チオベンカルブ

検液1Lにつき1，1，1‐トリクロロエタン3mg以下

検液1Lにつき1，1，2‐トリクロロエタン0.06mg以下

検液1Lにつき1，3‐ジクロロプロペン0.02mg以下

検液1Lにつきチウラム0.06mg以下

検液1Lにつき四塩化炭素0.02mg以下

検液1Lにつき1，2-ジクロロエタン0.04mg以下

検液1Lにつき1，1-ジクロロエチレン1mg以下

検液1Lにつきシス‐1，2‐ジクロロエチレン0.4mg以下

検液1Lにつきトリクロロエチレン0.3mg以下

検液1Lにつきテトラクロロエチレン0.1mg以下

検液1Lにつきベリリウム2.5mg以下

検液1Lにつきジクロロメタン0.2mg以下

検液1Lにつきクロム2mg以下

検液1Lにつきニッケル1.2mg以下
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ト．地盤沈下

地盤沈下については，「工業用水法」（昭和 31 年 法律第 146 号）及び「建築物用地下水の

採取の規制に関する法律」（昭和 37年 法律第 100 号）に基づき，地下水の採取について規制

されているが，対象事業実施区域及びその周辺には，地下水採取に係る指定地域はない。 

チ．土壌汚染

土壌汚染については，「土壌汚染対策法」（平成 14年 法律第 53号）により，有害物質使用

特定施設の廃止時又は 3,000m2以上の土地の形質変更の届出の際に，土壌の汚染のおそれがあ

ると都道府県知事等が認めるとき等に，土地の所有者等が当該土地の土壌汚染の状況について

調査を行い，調査の結果により汚染されている区域は，都道府県知事等が要措置区域又は形質

変更時要届出区域（以下「要措置区域等」という。）に指定することとなっている。要措置区

域等の指定に係る基準は，第 3.2.8-22 表のとおりである。 

西条市には，要措置区域等に指定された土地はない。 

[「水・土壌関係情報」（愛媛県ホームページ 平成 29年 10月閲覧）より作成 ] 
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土壌溶出量基準 土壌含有量基準

検液1Lにつきカドミウム0.01mg以下であ
ること。

土壌1kgにつきカドミウム150mg以下
であること。

検液1Lにつき六価クロム0.05mg以下であ
ること。

土壌1kgにつき六価クロム250mg以下
であること。

検液1Lにつき0.002mg以下であること。 －

検液1Lにつき0.003mg以下であること。 －

検液中にシアンが検出されないこと。
土壌1kgにつき遊離シアン50mg以下
であること。

検液1Lにつき0.02mg以下であること。 －

検液1Lにつき0.002mg以下であること。 －

検液1Lにつき0.004mg以下であること。 －

検液1Lにつき0.1mg以下であること。 －

検液1Lにつき0.04mg以下であること。 －

検液1Lにつき0.002mg以下であること。 －

検液1Lにつき0.02mg以下であること。 －

検液1Lにつき水銀0.0005mg以下であり，
かつ，検液中にアルキル水銀が検出され
ないこと。

土壌1kgにつき水銀15mg以下である
こと。

検液1Lにつきセレン0.01mg以下である
こと。

土壌1kgにつきセレン150mg以下であ
ること。

検液1Lにつき0.01mg以下であること。 －

検液1Lにつき0.006mg以下であること。 －

検液1Lにつき1mg以下であること。 －

検液1Lにつき0.006mg以下であること。 －

検液1Lにつき0.03mg以下であること。 －

検液1Lにつき鉛0.01mg以下であること。
土壌1kgにつき鉛150mg以下であるこ
と。

検液1Lにつき砒素0.01mg以下である
こと。

土壌1kgにつき砒素150mg以下である
こと。

検液1Lにつきふっ素0.8mg以下である
こと。

土壌1kgにつきふっ素4,000mg以下で
あること。

検液1Lにつき0.01mg以下であること。 －

検液1Lにつきほう素1mg以下である
こと。

土壌1kgにつきほう素4,000mg以下で
あること。

検液中に検出されないこと。 －

検液中に検出されないこと。 －有機りん化合物

シアン化合物

シス‐1，2‐ジクロロエチレン

チオベンカルブ

1，1，2‐トリクロロエタン

ポリ塩化ビフェニル

ふっ素及びその化合物

テトラクロロエチレン

1，3‐ジクロロプロペン

チウラム

セレン及びその化合物

トリクロロエチレン

ジクロロメタン

1，1，1‐トリクロロエタン

砒素及びその化合物

水銀及びその化合物

鉛及びその化合物

特定有害物質

シマジン

ほう素及びその化合物

ベンゼン

1，1‐ジクロロエチレン

1，2‐ジクロロエタン

四塩化炭素

カドミウム及びその化合物

六価クロム化合物

クロロエチレン

第 3.2.8-22 表 要措置区域等の指定に係る基準（汚染状態に関する基準）

[ 出典：「土壌汚染対策法施行規則」（平成 14年 環境省令第 29号）]
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③ その他環境保全計画等 

イ．第二次えひめ環境基本計画の概要 

愛媛県では，環境の保全に関する総合的な計画として平成 22 年 2 月に「県民と共に築く「え

ひめ環境新時代」の実現」を基本目標に掲げ「えひめ環境基本計画」（以下「第一次計画」と

いう）を策定し，各種施策が展開されてきた。第一次計画は平成 22 年度から 5 年間に取り組

むべき方向性を示したもので，平成 26年度末に終了している。 

第一次計画終了に伴い，それまでの取組を継承しつつ，新たな環境課題に適切に対応できる

よう，第二次えひめ環境基本計画（以下「第二次計画」という）が策定された。第二次計画も，

第一次計画と同様に，「愛媛県環境基本条例」（平成 8 年 条例第 5 号）第 10 条に規定する環

境の保全に関する基本的な計画として位置付けられており，愛媛県の環境に関する個別計画等

の方向性を示す役割を担っている。 

また，第二次計画は，県政運営の基本方向を示す「第六次愛媛県長期計画『愛媛の未来づく

りプラン＊』」の推進に関する環境分野の基本計画としても位置付けられている。 

第二次計画は，目指すべき将来像として「つなごう未来へ『愛顔(えがお)あふれる持続可能

なえひめ』」を掲げ，これを実現するため，3つの基本目標を設定し，安心・安全の基盤となる

「生活環境の保全」を確保し，「低炭素社会」，「循環型社会」，「自然共生社会」の 3 つの社会

の実現に取り組み，それを次の世代につないでいけるよう「環境教育・学習の充実と環境保全

活動の促進」「環境・経済・社会の調和」を進めていくこととされている。 

なお，第二次計画の期間は，平成 27 年度から平成 31年度までの 5年間となっている。 

＊『愛媛の未来づくりプラン』とは 

概ね 10 年後の目指すべき将来像やその基本的な考え方を示した「長期ビジョン編」と，長期ビジョン

編で描いた将来像の実現に向けて 4年間（第 1期：平成 23～26 年度，第 2期：平成 27～31 年度）で必要

な施策の方向性を示した「アクションプログラム編」により構成された県政運営の基本方向を示す計画。 

（1）かけがえのない環境の保全 

（2）目指すべき 3つの社会の実現 

（3）未来を支える人づくり・しくみづくり 

【計画の目標】 
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ロ．瀬戸内海の環境の保全に関する愛媛県計画の概要 

戦後の高度経済成長による開発や産業活動の拡大に伴い，干潟や藻場等の浅海域が大規模に

埋め立てられて消失していくと同時に，工場排水口付近の沿岸部では水質汚濁が進行し，また，

夏季には水域の富栄養化による大規模な赤潮が発生するなど，環境の破壊や汚染が社会的な問

題となった。そのため，全国一律の法規制以外に，瀬戸内海に限定した瀬戸内海環境保全特

別措置法（旧臨時措置法）が制定され，環境保全の対策が推進された。その結果，排水の影

響が大きかった局所的な水質汚染や赤潮の発生件数等は改善されている。 

愛媛県では，瀬戸内海の環境保全に係る施策を総合的かつ計画的に進めるため，国が策定し

た「瀬戸内海環境保全基本計画」に基づき，昭和 56 年 7 月に「瀬戸内海の環境の保全に関す

る愛媛県計画」を策定し，各種の施策を講じてきた。その後，昭和 62 年 12月，平成 4年 6月，

平成 9年 9月，平成 14 年 7 月，平成 20 年 5 月と順次改訂し，平成 27 年 2 月，国において「瀬

戸内海環境保全基本計画」が変更されたことをうけ，平成 28 年 11 月に現計画が策定された。 

現計画の目標は，豊かな生態系サービス（海の恵み）を，国民全体が将来にわたって継続し

て享受し，かつ，生物が健全に生息・生育している状態に保っていくため，美しい景観・憩い・

多様な生物の生息・生育の場としての「庭」，漁業生産の場としての「畑」，物流や人流・物質

の供給路としての「道」に例えられる多面的価値・機能が最大限に発揮された「豊かな瀬戸内

海」を目指すものとして，以下のとおり策定されている。 

なお，計画期間は概ね 10年としている。 

①沿岸域環境の保全・再生・創出 

②水質の保全及び管理 

③自然景観及び文化的景観の保全 

④水産資源の持続的な利用の確保 

【計画の目標】 
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ハ．第２期西条市環境基本計画の概要 

西条市では，平成19年3月に策定した「西条市環境基本計画」に基づき，環境保全施策を推

進してきたが，計画策定から10年が経過し，環境問題をめぐる状況が著しく変化してきており，

特に，近年では，国の第四次環境基本計画で掲げる，国民の「安全」の確保を前提とした「低

炭素」・「循環」・「自然共生」が統合的に達成された持続可能な社会の実現が急務の課題となっ

ている。 

「第2期西条市環境基本計画」（以下，「本計画」という。）は，このような状況を勘案しつつ，

うちぬき等の貴重な水資源や豊かな自然生態系の保全に十分配慮するとともに，環境学習の充

実に向けた体制づくりと市民参加による環境意識の向上を目指して，市が目指す将来の環境像

や基本目標を定め，その実現に向けて各種施策を総合的かつ効果的に一層推進できる計画とし

て策定された。 

本計画における将来の環境像及び基本目標は，以下のとおりである。 

なお，計画期間は，平成29年度から平成38年度までの10年間としている。 

【将来の環境像】 

石鎚に育まれ 水も緑も人も輝くまち西条 

～子どもから大人までみんなでつなぐ豊かな自然～ 

【基本目標】 

① みんなで学び・考え，地域で取り組むまち（環境教育） 

② 豊かで清らかな水環境を大切にするまち（水環境） 

③ 石鎚山から燧灘へ続く豊かな自然と共生するまち（自然環境） 

④ 健やかな環境を守り，資源を生かす循環のまち（生活環境） 

⑤ 安全・安心な暮らしと景観・文化が調和したまち（社会環境） 

⑥ 低炭素で豊かな暮らしの実現を目指すまち（地球環境） 
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（２）自然関係法令等

対象事業実施区域及びその周辺地域における自然関係法令等による地域の指定状況は，以下の

とおりである。 

① 自然保護関係

対象事業実施区域及びその周辺には，「自然公園法」（昭和 32 年 法律第 161 号）に基づく

国立公園及び国定公園，「自然環境保全法」（昭和 47年 法律第 85号）に基づく自然環境保全

地区，「愛媛県野生動植物の多様性の保全に関する条例」（平成 20 年 愛媛県条例第 15 号）に

基づく特定希少野生動植物保護区，「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」（平

成 14年 法律第 88 号）に基づく鳥獣保護区，休猟区及び特定猟具使用禁止区域の指定がある。

指定の状況は，第 3.2.8-23 表，第 3.2.8-24 表及び第 3.2.8-6 図のとおりである。

なお，対象事業実施区域には，指定地域は存在しない。

② 文化財保護関係

対象事業実施区域及びその周辺には，「文化財保護法」（昭和 25 年 法律第 214 号），「愛

媛県文化財保護条例」（昭和 32 年 愛媛県条例第 11号），「西条市文化財保護条例」（平成 16

年 西条市条例第 107 号），に基づく国，愛媛県，西条市指定の史跡，名勝，天然記念物がある。

指定の状況は，第 3.2.8-23 表，第 3.2.8-25 表及び第 3.2.8-7 図のとおりである。

③ 景観保全関係 

対象事業実施区域及びその周辺には，景観保全関係の指定地域は存在しない。 

④ 国土防災関係

対象事業実施区域及びその周辺には，「森林法」（昭和 26 年 法律第 249 号）に基づく保安林，

「海岸法」（昭和31年 法律第101号）に基づく海岸保全区域，「砂防法」（明治 30 年 法律第

29 号）に基づく砂防指定地，「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」（昭和 44年 法

律第 57 号）に基づく急傾斜地崩壊危険区域の指定がある。

指定の状況は，第 3.2.8-23 表及び第 3.2.8-8 図のとおりである。
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国立公園 ○ ○ ×

国定公園 ○ ○ ×

県立自然公園 × × × 愛媛県県立自然公園条例

原生自然環境保全地域 × × ×

自然環境保全地域 ○ × ×

愛媛県自然環境保全地域 × × × 愛媛県自然環境保全条例

自然海浜保全地区 × × × 愛媛県自然海浜保全条例

緑地保全地域 × × ×

特別緑地保全地区 × × ×

緑地協定 × × ×

生産緑地地区 × × × 生産緑地法

鳥獣保護区 ○ ○ ×

休猟区 ○ ○ ×

特定猟具使用禁止区域 ○ ○ ×

保護水面 × × × 水産資源保護法

特定希少野生動植物保護区 ○ × ×
愛媛県野生動植物の多様性の保全に関す
る条例

○ ○ ×

○ ○ ×

○ ○ ×

○ ○ ×

○ ○ ×

○ ○ ×

× × ×

× × ×

× × ×

× × ×

× × ×
古都における歴史的風土の
保存に関する特別措置法

× × × 都市計画法

○ ○ × 森林法

○ ○ ○ 海岸法

○ ○ × 砂防法

○ ○ × 地すべり等防止法

自然公園法

環境保全
地域

自然環境保全法

自然公園

地域その他の対象 関係法令等
西条市

対象事業
実施区域

指定等の有無

対象事業
実施区域

周辺

自
然
保
護

世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関
する条約（世界遺産条約）

都市緑地法

×
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保
存に関する法律

×

緑　地

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化
に関する法律

登録簿に掲げられる湿地の区域 × ×
特に水鳥の生息地として国際的に重要な
湿地に関する条約（ラムサール条約）

×

生息地等保護区 × ×

　自　然　遺　産 × ×

史跡・名勝
西条市文化財保護条例

天然記念物

文
化
財
保
護

歴史的風土保存区域

史跡・名勝
文化財保護法

天然記念物

史跡・名勝
愛媛県文化財保護条例

天然記念物

　文　化　遺　産 × × ×
世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関
する条約（世界遺産条約）

風致地区

伝統的建造物群保存地区

保　安　林

海岸保全区域

砂防指定地

急傾斜地崩壊危険区域

地すべり防止区域

景
観
保
全

重要文化的景観
文化財保護法

景観地区，準景観地区

景観重要建造物・景観重要樹木
景観法

○ ×
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関す
る法律

○

国
土
防
災

動植物保護

第 3.2.8-23 表 自然関係法令等による地域指定等の状況

注：「○」は指定有りを，「×」は指定無しを示す。

3.2-72 (295)



第3.2.8-24表 鳥獣保護区等の指定状況 

注：図中番号は，第3.2.8-6図を参照。 

［ 出典：「愛媛県鳥獣保護区等位置図（平成28年度）」（平成28年 愛媛県）] 

第3.2.8-25表 史跡，名勝，天然記念物の指定状況 

注：図中番号は，第3.2.8-7図を参照。 

[「西条市の文化財」（平成25年 西条市教育委員会）等より作成 ]

図中
番号

名　　 　称 所 在 地 指定年月日

愛媛県指定史跡 1 土居構跡 中野 昭和23年10月28日

2 近藤篤山の旧邸 小松町新屋敷甲3069番地 昭和24年 9月17日

西条市指定史跡 3 西条藩陣屋跡 明屋敷234番地他 昭和39年 8月11日

4 高尾城跡 氷見 昭和39年 8月11日

5 野々市原古戦場 野々市113番地9 昭和45年 9月 1日

6 八堂山遺跡 福武乙27番地ほか 昭和49年 7月20日

7 諏訪山古墳 舟屋 昭和53年12月18日

8 小松藩陣屋跡 小松町新屋敷甲3096番地27 昭和47年 5月20日

9 小松藩主一柳家墓所 小松町新屋敷 昭和47年 6月20日

10 愛媛近代女子教育発祥の地 小松町新屋敷甲3065番地3 昭和62年12月26日

11 小松川藤木遺跡 小松町新屋敷 平成 3年 7月19日

名　　勝 国指定名勝 12 保国寺庭園 保国寺（中野甲1681番地） 昭和50年10月16日

国指定天然記念物 13 王至森寺のキンモクセイ 王至森寺（飯岡3021番地） 昭和 2年 4月 8日

愛媛県指定天然記念物 14 天満神社のクスノキ 天満神社（坂本甲259番地1） 昭和31年11月 3日

15 フ　ジ 禎祥寺（喜多川47番地） 昭和43年 3月 8日

西条市指定天然記念物 16 市倉のカキノキ 中野 昭和39年 8月11日

17 石岡神社社叢 石岡神社（氷見乙1408番地1） 昭和44年11月 3日

18 大喜多のイチョウ 氷見 昭和44年11月 3日

19 石鎚神社のヒノキ 石鎚神社（西田甲795番地1） 昭和45年 8月 5日

20 阿弥陀寺のノダフジ 阿弥陀寺（楢木49番地） 昭和49年 7月20日

21 中野のナンテン 中野 昭和49年 7月20日

22 仏心寺のコウヨウザン 仏心寺（小松町新屋敷甲2452番地） 昭和45年12月15日

23 仏心寺のツバキ（明石蓮） 仏心寺（小松町新屋敷甲2452番地） 昭和45年12月15日

指　　定　　区　　分

史　　跡

天然記念物

指定区域
図中

番号
名    称 指定区域

図中

番号
名    称

 鳥獣保護区 1  黒瀬ダム鳥獣保護区  休猟区 15  金子山下島山休猟区

2  石鎚山系鳥獣保護区 16  世田山休猟区

3  古川鳥獣保護区 17  谷ケ内休猟区

4  石岡鳥獣保護区 18  余野小谷休猟区

19  黒森休猟区

20  高森休猟区

21  岡村休猟区

22  蔭地休猟区

 特定猟具使用禁止区域 7  中山特定猟具使用禁止区域 23  寺尾休猟区

8  正木谷特定猟具使用禁止区域

9  治良丸特定猟具使用禁止区域

10
 下島山・大谷

 特定猟具使用禁止区域

11  河北山特定猟具使用禁止区域

12  南川特定猟具使用禁止区域

13  中山川特定猟具使用禁止区域

14  河原津特定猟具使用禁止区域

5
 鳥獣保護区

　　特別保護地区

6
 鳥獣保護区
　　特別保護指定区域

－

－
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凡例 「国立公園｣（環境省ホームページ　平成29年10月閲覧）　　  

「愛媛県鳥獣保護区等位置図｣（平成28年　愛媛県）より作成  

：瀬戸内海国立公園特別地域 ：鳥獣保護区

：瀬戸内海国立公園普通地域 ：鳥獣保護区特別保護地区

：石鎚国定公園第2種特別地域 ：鳥獣保護区特別保護指定区域

：石鎚国定公園第3種特別地域 ：特定猟具使用禁止区域（銃）

：石鎚国定公園第普通地域 ：休猟区

第3.2.8-6図　国立公園及び鳥獣保護区等の位置
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凡例 [「西条市の文化財」（平成25年　西条市教育委員会）等より作成 ]

　～ ：文化財（史跡）

：文化財（名勝）

　～ ：文化財（天然記念物）

：国指定

：県指定

：市指定

第3.2.8-7図　史跡，名勝，天然記念物の位置

1 11

12

2313
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凡例 「土地利用調整総合支援ネットワークシステム」　　　　 

：急傾斜地崩壊危険区域 （国土交通省ホームページ　平成29年10月閲覧）

：砂防指定地 愛媛県土木部聞き取り結果（平成29年）等より作成      

：地すべり防止区域

：保安林

：海岸保全区域

第3.2.8-8図　国土防災関係の位置
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